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中

島

税には本来社会再配分という大事な役割があり

豊

ます。社会の生活格差がここまで広がってしまっ
ているのは、ある面でそうした再配分機能が損な
われてしまっている側面があり、その矛盾や不整
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事
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記
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杉

本

雅

純
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記

細

川

雄

哉

うのが私の基本的な認識です。殊にふるさと納税

補

荒

谷

かなえ

というものは、寄附制度の促進をどう進めるかと
いった議論から出発したものであると私は認識し

〇議
第

事
１

日

ています。

程

余市町は、ふるさと納税について財源、税収は

一般質問

本来町税や交付税などで措置されるべきという考
開

議

午前１０時００分

〇議長（中井寿夫君）

ただいまから平成30年余

市町議会第３回定例会を再開いたします。

え方を持ち、地元産品の宣伝広告という考え方で
この制度を活用していました。つまり財源確保の
手段としては位置づけてはこなかったのです。こ

ただいまの出席議員は18名です。

のためふるさと納税を当て込んだ予算編成を行う

よって、定足数に達しましたので、会議は成立

ことはなく、基本的に総務省のガイドラインどお
りに運営されていたため、昨今世間を騒がせてい

いたしました。
直ちに本日の会議を開きます。

る返礼品競争の是正に頭を悩まさずに済み、今日
を迎えることができたわけです。私は、本来必要

〇議長（中井寿夫君）

日程第１、一般質問を行

な財源の多くは、町税や交付税を中心に賄われる
べきだと考えているし、そのために必要な手だて

います。
順次発言を許します。

を講じることが自治体の役割であると考えていま

発言順位１番、議席番号14番、大物議員の発言

す。そこで、財源確保についてその考え方を伺う
必要があると考え、以下伺います。

を許します。
平成30年第３回定例会に

１つ、平成30年８月４日付自由民主号外の町長

当たり、さきに通告した質問２件について答弁を

の２年間の実績の中に、
250万円のふるさと納税を

求めます。よろしくお願いします。

４億円へふやすとあるが、同様の手法で拡大を図

〇14番（大物

翔君）

１件目は、今後の財源確保についてです。町長
は、選挙戦の際、国の地方創生に関する資金やふ

ろうと考えていたのか。また、それは可能である
と現時点で考えているのか。
２つ、従前の本町のふるさと納税の考え方に対

るさと納税の活用などを広く訴え、財源の確保と
やり切る実行力について何度も公の場で語ってお

する認識について。

られました。他方で総務省は、最近そのふるさと

３つ、自治体間格差など、ふるさと納税が抱え

納税について返礼品競争の過熱など、本来の趣旨

る税制を含む制度上の問題点への考え方につい

に反する事態が起きていることを受け、返礼品は

て。

地元産品に限り、寄附額の３割を超える場合は住

４つ、税とは本来奪い合うものではなく、行う

民税控除の対象とはしないとの方向性で制度改正

べきは一般財源の確保を目指す地方交付税法の改

を含めた議論を行うとの方針を発表しました。

正を求めるなど異なる手法を探っていくべきだと
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拡充していくことを通じ、地域経済の活性化を図

考えるが、その見解について。

っていくことは、本町の潜在性から見ても可能で

２件目は、これからの余市町のまちづくりにつ

あると考えているところでございます。

いてです。余市町長として本町のよさは何である
と考え、どのように生かし、今後どのように本町

次に、３点目の税制を含む制度上の問題点への

を導きたいと現時点で考えているのか伺いたいと

考え方についてのご質問でございます。ふるさと

思います。町長が立候補を決意してからこの間、

納税の特徴といたしまして、財源が都市部から地

余市町をどのような視点で見ており、
何が問題で、

方へ流出している傾向がございます。ふるさと納

どのように変えていきたいと考え、どのようにや

税の受け入れ額は地方のほうが多い一方で、個人

り切りたいと決意しているのか。これは、全ての

住民税の控除額については都市部のほうが多くな

余市町民の関心事であると考えます。詳細につい

っております。このため都市部自治体に多い交付

ては、今後の各部局とのすり合わせの後、役場組

税不交付団体において減収に伴う交付税措置が講

織として政策として打ち出されていくであろうこ

じられないため、居住地において享受する行政サ

とは承知の上で、あえて町長の現時点での考えを

ービスの原資となるべく個人住民税が減少し、財

伺います。以下、伺います。

政運営に影響を及ぼしかねないとの指摘もあり、

町長がまだ前任地在住のころ、本町はどのよう

問題点の一つであると認識しております。
次に、４点目の一般財源の確保についてのご質

な町であると考えていたか。
２つ、町長は、現在本町を自治体としての余市

問でございます。本町の経常一般財源収入につい

町、生活の場としての余市町、協働の場としての

ては、約９割を町税と地方交付税で賄っている状

余市町、発展させるべき諸産業の方向性の視点で

況にあり、地方交付税については総務省の平成

見た場合そのよさは何であると考えるのか、また

31年度概算要求において地方交付税法の規定に基

問題点は何であると現時点で考えているのか。財

づき、法定率の引き上げが要求事項に盛り込まれ

政的見地以外の部分を含めた見解について。

たところでございますが、国の財政健全化に係る

〇町長（齊藤啓輔君）

14番、大物議員の今後の

歳出改革の中で地方交付税自体の先行きが不透明

財源確保についてのご質問に答弁申し上げます。

な状況にあることから、重要な自主財源である町

１点目と２点目のご質問につきましては、関連

税の収納率向上や新たな納付環境の整備に向けた

がございますので、あわせて答弁申し上げます。

取り組みを一層進めることにより、一般財源の確

ふるさと納税制度は、ふるさとや地方自治体のさ

保を図ってまいりたいと考えているところでござ

まざまな取り組みを応援する納税者の気持ちを橋

います。

渡しし、支え合う仕組みであるとともに、地域資

次に、これからの余市町のまちづくりについて

源を最大限活用し、地域経済を再生していく上で

のご質問に答弁申し上げます。１点目の本町のイ

非常に重要な役割を果たす制度であると認識して

メージについての質問でございますが、余市町は

おります。

果樹、水産物、ウイスキーの町として以前から私

本町では、従前より産業振興及び余市町のＰＲ

自身よいイメージを持っておりました。また、前

のため、地域資源を活用し、総務省のガイドライ

任地在住の際に食のプロジェクトを通じて、何度

ンに従い、ふるさと納税制度を取り進めてきたも

も申し上げていることでございますけれども、札

のと認識しております。今後も本町の特産品や提

幌や東京在住のシェフたちから余市町の農水産品

供されるサービスを返礼品のラインナップとして

の魅力を聞き、実際に余市町にも足を運び、魅力
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ある生産者の皆様や食材に触れ、とても高い可能

あると。また、自由に使えるお金は全体の４％し

性を感じたところでございます。

かないのだと。これは事実でございます。確かに

２点目の視点別に見た本町のよさや問題点につ

そのとおりです。

いてでございますが、自治体としての余市町、生

我が町としましても何もしてこなかったわけで

活の場としての余市町、働く場としての余市町の

はなく、やりたいのだけれども、100％国が出して

視点から見る余市町は、食資源に恵まれ、地の利

くるお金なんていうのは基本的にないと。必ず地

もあり、気候は温暖で災害が少なく、多様な価値

方が持ち出しをしなければいけないと。
ところが、

観を受け入れる土壌が醸成されているすばらしい

その頭金をつくることがままならなかったと。だ

町であるというふうな認識でございます。

から、財政再建を進めていったわけなのですけれ

また、発展させるべき産業の方向性につきまし

ども、なぜそうなったかというと今から30年近く

ては、リーサスというものがございまして、これ

前に大型の公共開発を余市町もやっていたので

は地域経済分析システムのことなのですけれど

す。恐らくその当時の担当者あるいは町長は、同

も、このデータを読み解いてみますと、若干古い

じ意味ではないかもしれないけれども、ニュアン

2013年のデータではございますけれども、本町の

スとしては近いと思うのですけれども、恐らく彼

産業ごとの付加価値の順位を見てとることができ

らなりにわくわくする余市町をつくりたかったの

ます。それによりますと、全国で1,718自治体ある

です。当時は、国から直接交付を受けるだとかと

中でですけれども、１次産業141位、第２次産業

いう形よりも地方債などの借金を起こして、それ

1,705位、第３次産業1,385位と第１次産業に関し

を返しながら新しいものをつくっていくというの

ましては上位10％に入っている非常に高い生産性

が制度上そうだったと。その結果、借金が大きく

を誇っている一方で、２次産業、３次産業に関し

なっていったと。収入が追いつく限りにおいては、

ましては生産性が残念ながら低いというようなこ

これは回っていきます。ところが、景気もだんだ

とがデータ上はわかるわけでございます。この点

ん悪くなってきた。さらに言えば、2000年代に入

につきまして、私も昨日の就任の挨拶でも申し上

っていわゆる三位一体の改革が行われたと。ここ

げましたけれども、町民の皆様との関係を密に、

で一気に財政が窮乏化するわけなのです。本来入

連携を密に、意見交換を密にしながら、町民の皆

ってくるはずだった交付税が一気になくなってし

様とともに何ができるのか考え、また外部の知見

まったと。ご承知とは思いますが、余市町も２カ

を活用し、強い部分はどんどん伸ばし、弱点は補

年度ほど赤字予算の計上をやっております。財源

ってまいるというような基本的な方向性で町政を

の当てがないのに、正確な当てがあるわけではな

進めていきたいと思ってございます。

いけれども、見込みで予算を立てなければいけな

〇14番（大物

いという大変危険な状態に陥っていたと。夢が悪

翔君）

それではまず、財源確保

のほうから質問していきたいと思います。

夢に変わったのです。そして、今ここにいるほと

町長が選挙に立候補された際の、あるいは選挙

んどの職員さん、おおよそ50代から60代手前の方

期間中のチラシ見てまいりますと、よく言われる

だと思うのですけれども、およそ30年前と申しま

わくわくする余市町を目指したいと、そういうと

すとちょうどこれからだんだん役職が上がり始め

ころはもちろんわかるのです。ただ、その一方で

て、後輩や部下の数がふえていって、元気ばりば

ふるさと納税や地方創生予算などを活用し、町民

り仕事をしていこうと、そういう中で財政再建に

の皆様の生活を豊かにするためにというくだりが

突入しなければいけなくなっていったと。つまり
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役場人生の半分近くを借金返済のために身を削

のうも途中までのを伺いましたけれども、平成

り、頑張り続けなければならなかったと。だから

30 年 度 寄 附 の 実 績 106 件 、 金 額 に し て 1,369 万

こそ拡大路線と言われたときに、ひょっとしたら

1,000円と。ちなみに、29年度はどうだったか。

トラウマレベルで本当にそれで大丈夫なのですか

2,064件で5,948万5,000円と。では、その前はどう

と心配になると思うのです。だからこそいろいろ

だったか。28年度、248件に対して423万6,000円な

なお話が出てくると。

のです。
その前は810万円、
その前は26年度は480万

そして、特に宇宙記念館を建てたときもそうだ

円、25年度は15万円と非常にばらつきがある上に

ったと聞いているのですが、本来余市町が持って

安定しないのです。名前上はふるさと納税と呼ん

いる10カ年計画の中で生活会館の建てかえ工事を

でいますが、実態は寄附なのです。確かにいただ

やるという計画があったのがその宇宙記念館をつ

いたお金はありがたく頂戴して、有効利用させて

くりたいばかりに生活会館の改修工事とか建てか

いただくのは当然のことです。だから、私はふる

えを延ばしてしまったのです。その結果、うちの

さと納税という制度そのものを否定するものでは

近所にもありますけれども、いまだぼろぼろの会

ありません。現にＰＲという名目で我々やってき

館が残ってしまったと。

ましたから。ただ、一方で矛盾が生じていると。
余市町だけではないです。
ふるさと納税を行うと、

わくわくさせたい。そういう思いできっとやっ
ていたはずなのです。それがこういう現実になっ

基本的に通常寄附とは別に特別枠の控除が受けら

てしまった。そして、15年間にわたってそれこそ

れる。余市町だけで見れば確かに現状プラスで回

年間何十万円、100万円単位の人もいたかもしれま

ってはいます、ありがたいことに。全国規模でい

せん。職員が自分たちの給料を削ってでも赤字を

うと、去年時点ではおよそ3,600億円のお金が何ら

解消しようとやってきたと。ところが、一方でそ

かの形で動いていたと。
これも事実でございます。

れが何もしてくれない余市町という大変不本意な

しかし、一方で総務省がこれが激化し過ぎていま

評価につながってしまったと。もちろん住民から

すよということで、毎年度毎年度是正を求める警

すればそうでしょう。本当は必要としているサー

告を発しているのです。多くの通知では、高額返

ビスをやってもらえないと。何でだと。そういう

礼品についてが触れられているのですけれども、

気持ちになるのは当然なのです。ただ、こういう

住民税の部分については余り触れられていないの

二面性があった上で現在があるというものを我々

です。総務省が出しましたことしの７月27日付の

も改めて認識し直さなければいけない。

住民税控除の対象になっているふるさと納税、こ

では、
この先に何をしていけばいいのだろうと。

れが全体で幾らであったか、こういう統計が出て

確かに町長がおっしゃるように自由に使えるお金

いるのですけれども、
およそ3,400億円だったので

をふやしたい、
これはみんなの希望でございます。

す、寄附控除の対象になったのは。では、幾ら控

特に人口減少も進んでいます。若者がいません。

除されたかといいますと、2,447億円なのです。

何とかそれを呼び戻したい、出ていかないように

つまり何が言いたいか。例えば私は身分上でき

したい、そう考えていけば使えるお金をふやそう

ないのですけれども、私が札幌市に何かご縁があ

と。国の制度の中でそれをやっていこうというふ

ったとしまして、100円寄附したと。そうした場合、

うになっていくわけなのですが、ここに余市町の

札幌市は100円ふえるのです。やったという話なの

ホームページに載っているふるさと納税の制度が

です。では、一方で余市町はどうなるかというと、

始まってからの納税額の一覧表があるのです。き

100円分の住民税が減るのです。
このうち25％は地
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方交付税で返ってまいります、計算上は。一方で

さんざん質問で申し上げました。去年とうとう６

75％は自治体負担、あるいは地元住民負担になっ

月に、一部条件はつきましたけれども、実現いた

ているはずなのです。これ2015年の参議院の予算

しました。そのとき当時の町長はよく言っていま

局のレポートによる話なのでございますけれど

した。意味はとてもわかっているし、意義もわか

も、ちょっと古いかもしれません。

っているのだと。効果があると見込まれているこ

後志管内で申し上げますと、このふるさと納税

とも承知はしているのだと。しかし、一度始めて

は、実は道新さんの調べによると2017年度マイナ

しまったことを簡単にやめるわけにはいかないの

スになっている地域もかなりあるのです。北海道

だと。だから、しっかりした財源の手当てを組ん

全体で見ると、実は16億円北海道からお金が流出

だ上でやるならば実行したいのだと、ずっとそう

していることになっているのです、いわゆる自治

やって３年間議論してきたのです。もっと言えば

体の赤字としてなのですけれども。特産品を持っ

その10年前から。そのくらい一足飛びに物は進ま

ているまちであるとか、あるいは工夫を凝らした

ない。そして、地味かもしれないけれども、堅実

すばらしい返礼のサービスを考えているまちです

に財政再建を進め、そこから新しい一手を打って

とか、あるいは意義のあるよいものを展開してい

いこうとしている。私は、そこで一足飛びにすべ

るサービスの自治体にはどんどんお金が集まるの

きではないと。むしろやるべきは、先ほども申し

です。一方でそうでないまちというのは、どんど

上げましたけれども、地方は本来交付税と町民税

ん税収減が起きているわけです。そして、その減

を中心にして賄われるべきという考え方に基づく

った分が全額措置されるわけではないと。もしこ

ならば、しかも地方交付税法には不足が生じた場

れが全額措置されるのであれば、失うものは何も

合は法律を改正しなければいけないと最初に書い

ない。なに恥じることはない。どんどんやれと言

てあるのです。
去年の11月の末に、町村会という団体があるの

えるのですけれども、
残念ながらそうではないと。
私が最初の質問の際に多くの財源というものは、

ですけれども、そこの要望書の中でもトップラン

町民税であるとか交付税で賄ったほうがいいのだ

ナーですとかアウトソーシングですとか、国はそ

よと言ったのはそこなのです。公平性という観点

ういうことをやってどんどん行政をスリム化しな

から考えたら、やっぱりそうなるのです。まして

さいというふうに言ってきているけれども、立地

や人の税に頼ったお金に基づいて財政運営をする

条件が全く違うのだから、一律に削減することな

部分が大きくなっていくというのは、自治体とし

んか無理ですと。それよりも交付税法を改正して

て大変危険なものだと思うのです。見込みどおり

くださいと、法定率引き上げてくださいというこ

お金が入ってこなくなれば、事業をやめるか、縮

とを要望しているのです。そこにはふるさと納税

小するか、一般財源から結局持ち出しをしなけれ

ふやすために頑張りますなんて書いていないので

ばいけなくなる。すると、自由に使えるお金をふ

す、たしか。確かに検討会などでいったらいい面

やそうという試みとは裏腹に持ち出しがふえ続け

もあるのです。ただ、やっぱり不均衡があります。

る。恐らくそうなった場合廃止を含めた検討をす

財源不足に陥る危険があります。大変懸念されま

るのでしょうけれども、しかし行政というものは

すというふうにアンケート調査などでも町村答え

一度始めたことを簡単にやめていいという、そう

ているのです。そこに前のめりになっていくとい

いう性質のものではないと。だからこそ例えば子

うのは、やっぱり私はやめたほうがいいと思う。

供の医療費についても私議員になってから３年間

なぜなら、将来的に不安定な財政構造をつくって
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しまうからです。その辺について町長はどうお考

それは、いわゆる地方創生の政策でございますと

えなのか、まず改めて伺いたいと。

か、あるいはそのためにつくった制度ではないで

そして、まちづくりのほうなのですけれども、

すけれども、ふるさと納税もそうですけれども、

トップランナーですとかそういったことを選挙の

そういったものを踏まえていけば、生き残れない

証紙を張ったビラの中でも語っておられるので

自治体は結局淘汰されてしまうと。そのために自

す。それは一面わかるのですが、ではそれを進め

治体は頑張りなさいというふうにハッパをかけら

ていった場合、余市町だけで考えれば効率化する

れていると。

かもしれません。しかし、周りのまちまで考えて

確かに余市町は、１次産業では先ほどのリーサ

いけば、それが果たして将来的に余市町にとって

スのランキングでもおっしゃられていましたけれ

本当にいいことなのかという問題が同時に出てく

ども、高い順にあることは事実でございます。２

ると思うのです。報道などで行政組織は肥大化し

次、３次の部分を強化していくためにはどうした

ているという評論をよく耳にします。特に地方自

らいいかというのが大きな課題かもしれません。

治体においてそれがあるという話もあります。た

ただ、そのために２次産業を鍛えればいいか、３

だ、もともと考えてみればなぜそうなったかとい

次産業を鍛えれば、そこに集中すればいいかとい

えば、先ほども余市町の大型公共工事の話言いま

えば、私はそうとも思わないです。従前余市町は、

したけれども、あれは国が積極的に国家政策とし

さまざまな制約がある中でどういう産業振興を目

てお勧めしていたのです、各地域に。その中でや

指してきたかというと、基本にあったのは１次産

りたいと手を挙げたところに向かってお金を使っ

業がしっかりしていることであると。食べ物、特

ていったと。つくるときはいいのです。後の維持

に余市町は食べ物を多くつくっている町ですか

が問題なのです。まして今は急激に人口が減って

ら。畑がだめになれば、それを仕入れて売ったり、

いっているという時代です。何か新しいことをど

流したり、あるいはそれを求めてやってくるお客

んどんやっていくというよりも、縮み続ける町を

さんに価値を提供できなくなると。だから、１次

どうやって維持していくのかといった部分につら

産業の部分が大変全国的に見ても高い位置につけ

いかもしれないけれども、知恵を絞らなければい

るまでになったのです。では、２次、３次はとい

かぬ時代になっていると。

う問題なのですけれども、１次産業の生産者が直

ここに「議会と自治体」という雑誌が掲載した

接収入をふやせるようにしたいという見方で６次

都市計画の大学の先生の論文が載っているのです

産業的なものをやってきたわけなのです。その中

けれども、現在の国家インフラ含めたものという

で出てきたのが今でいえばワイン特区なのです。

のは、1960年代、70年代から高度経済成長期、こ

だから、２次、３次を強くしていく、そっちにば

れを支えるためにつくられた産業構造、あるいは

かり目を当ててしまうと、一歩間違うと肝心かな

自治体構造であると。ただ、これが機能しなくな

めの土台を崩しかねないと。常に全体を循環でき

ってきたと。そして、今国が進めているのは、東

るようにしながら持っていかなければ、余市町の

京都を含めた大都市部へのさらなる一極集中化で

産業構造上はやっぱりまずいと思うのです。

す。一方でそれでは地方がやっていけないという

生活の場というふうにして見た場合、余市町で

ことで、いわゆる町長がおっしゃる連携という分

大きな問題となっているのは商店街の振興政策で

野を打ち出してきた。ただ、この連携というもの

す。いろいろな方が毎年質問しています。なかな

も対等、平等かといえば少々怪しい部分がある。

か決め手がない状況であるのも事実でございま
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す。ただ、一方でゆっくりとではございますけれ

とかワインだとか域外に業者さんなどが売ってい

ども、店主の世代交代、あるいは全然違う方が入

るものというのは、いわゆる輸出しているわけで

ってきてお店開いたりなのですけれども、ゆっく

す、言ってしまえば。それはそれである意味外貨

りとではございますが、中心街の町並みも変わっ

を稼ぐ重要な手段であるから、ここも頑張ってい

てきてございます。ぱっと夜が明けたらいきなり

ただかなければならないし、大切なことだと思い

世界が変わっているなどということではないで

ます。ただ、入ってきたもの以上に出ていく状態

す。しかし、地道に地道に変わっていっているの

を続けるのはやっぱりよくないと。そして、地元

です。そこにどうフィットしていくか。あるいは、

の資本を蓄積していくことで、移ってきた方も含

どういうふうにそれを後押ししてあげるかという

めてこの余市町に本拠地を持って事業活動をやっ

ことがやっぱり私重要だと思うのです。

ていく方々を育てていくと。あるいは、それを支

生活雑貨を売っているお店例えば商店街にもご

える制度をつくっていく。そういうふうにしてい

ざいますが、一方で恐らく多くの方が買い物をし

くことで、域内の営利資本もそうですし、それに

ているのは、札幌や東京に本拠地がある大型スー

よって生まれる、営業活動などによって生まれる

パーなどでしょう、主に。つまり余市町に何らか

事業利益、ここから生まれる税収、これが余市町

の形で入ってきたお金が余市町内で循環をしてい

を潤わせていく、これをまた余市町内に落として

る部分もあるのだけれども、結局はそこで働いて

いく、この循環を加速させていくべきだと私は考

いる人のお給料だとか建物の維持費だとか、そう

えるわけです。

いうお金だけ残して、域外に流出してしまってい

ただ、これは大変住民の方に怒られるかもしれ

るのです。本来であればそういうものを引き受け

ませんけれども、あっと驚くすてきな何かという

て、さらに地元に循環していくべき地元の商工分

ものではきっとないと思います。本当に気がつか

野というのが大変つらい状態に置かれていると。

ないような素朴で地道なことのこつこつとした積

使えるお金をふやす、これは急がば回れの話にな

み重ね、一見すると何もしていない、何も変わっ

ってくるのかもしれませんけれども、先ほどの質

ていないように見える、その綿々としたつながり

問とも重複いたしますけれども、私は私たちが生

の中で発展させていくべきなのではないでしょう

きていくために使うものを極力内製化していくこ

か。そうやってつくり上げられていった地域とい

とが一つの鍵ではないかと。つまり資本流出を防

うのは、不況に強いです。内部でちゃんとお金が

ごうと。と申しましても隣の町との境目に壁を築

回っているし、必要なものは生産され、必要なも

くという話ではございません、どこかの大統領み

のはそこで消費されていくので。一方で外資頼み

たく。そうではなくて、札幌の業者さんが出して

になるとどうなるかというと、外の人が物を買わ

くれたものをふだん何げなく買っている。それ余

なくなった瞬間一気に潰れていくという。ある意

市産に切りかえることってできないの。ある程度

味日本の今の貿易構造は、それは限りなく近い形

数があれば、生産曲線の経験則ではございません

になっていっています。アメリカと日本の貿易だ

けれども、基本単価は下がっていくであろうと。

けに限って言えば、貿易黒字の８割は自動車によ

つまり余市町の人が余市町のものを消費できるよ

って支えられるという、かつてなら家電とかも入

うにしていってあげる。そういうふうに流通分野

っていたのですけれども、すっかり姿を消してし

を含めた産業構造を切りかえていく。一方で余市

まいました。そうなってはいけない。私はそう考

町を一つの国のような考え方で見れば、リンゴだ

えるわけです。町長は、そのあたりいかに考えて
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そして共産党さんの広報紙も読ませていただきま

いるでしょうか。
そして、その中で自治体としての役割は何かと

したけれども、かつて120億円あった町の借金は、

考えてまいりますと、やっぱり一丁目一番地にす

現在平成29年度末までに66億円まで一気に削減し

べきは自治基本条例だと思うのです。あれは町民

たと。嶋町長におかれましても８年間で90億円か

がつくった条例なのです。町民がつくり、当時の

ら借金をどんどん減らしていっていただいたとい

町長が提案し、条件はつけたけれども、議会が承

うこと、私は何度もその点に関しましては敬意を

認した。そして、自治基本条例の中には住民も、

表するところでありますというふうに申し上げて

町長を含めた行政も、そして議会もこの条例に従

まいりました。ですけれども、私がそのまま財政

わねばならないと、こういった趣旨のことがしっ

再建を行わないとは一言も言っておりません。健

かりと書かれているのです。前任の町長は、財政

全な財政を維持するためには、むしろ無借金で将

改革という面ではある程度成果を上げてきたと思

来に負担を残さないような財政運営をしていくと

います。しかし、一方で、永遠のテーマと当時の

いうのは基本でございますので、財政再建ももち

町長も言いましたけれども、行政改革の部分もこ

ろん今後やっていくと。それに加えまして、大物

れから頑張っていかなければいけないでしょう

議員１問目の質問でおっしゃっておりましたが、

と。では、何を基準に考えればいいだろう。自治

本来税というのは社会の再配分であるというよう

基本条例だと思うのです。そして、会社でもそう

なことをおっしゃっておりました。まさに私も大

です。全ての視点をお客様のもとで考え、そうや

物議員と見解を一致するところがございまして、

って考えていけば組織改革だってできるし、いわ

地域の自主財源というのは地方税が基本である

ゆる必要なお金だって私生まれてくるのではない

と、これはまさに見解は一致するところでござい

かと。ただ、だからといって忘れてはいけないの

ます。しかしながら、社会の税の再配分という観

は、何かを変えるときは変えてはいけないものは

点から見ますとどうでしょう。産業が蓄積する東

何なのかということをちゃんと認識した上で進め

京には、法人税を初め多くの税が集積してまいり

ていかなければならないと考える。ではないと本

ます。他方で地方にいくと、全くそのような税が

末転倒を起こす、そのように考えるわけですが、

落ちてこないというような現状がございます。こ

いかがでございましょう。

れこそまさに大物議員が指摘された社会の税の再

〇町長（齊藤啓輔君）

14番、大物議員の再度の

配分機能が崩れていっているということではない

質問にお答えさせていただきます。非常に詳細な

でしょうか。その点は、私ふるさと納税が果たす

説明どうもありがとうございました。

役割というのは、まさに大物議員が指摘された社

まず、おっしゃっていたかつて大規模なインフ

会の税の再配分という点からも一定の効果がある

ラ整備を行って、借金をふやしていったと。その

のではないかというふうに考えているわけでござ

財源に関しては、債権をもとに大規模な公共工事

います。

をやっていったと。それと私が今後やろうとして

例えば一例を挙げさせていただきますと、人口

いることは同じニュアンスではないかということ

１人当たりの地方税の額なのですけれども、東京

をおっしゃっておりましたが、それは全く違うと

では23.5万円なのですけれども、北海道では11万

いうことをまず明らかにしていきたいと思ってお

円ほど低い12.5万円になってございます。ふるさ

ります。

と納税、私１問目の回答で都市部から地方部への

私も何度も申し上げてまいりましたけれども、

資金の流れがあるというふうに指摘をさせていた
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だきましたけれども、その点まさに都市に偏在し

と。地方が考え抜いて、きちんとこういうことを

ている税を再配分するという観点からいたしまし

やりたいのだということで予算を獲得していくと

ても、特に私と大物議員との間での見解の相違は

いうのがもちろん１つ。そして、もう一つは、ふ

ないのではないかというふうに考えている点がま

るさと納税を活用して、真水、それこそ頭金をつ

ず１点目。

くるという発言もありましたけれども、そういう
ことをやっていきたいということを訴えてきたわ

さらに、今後わくわくする余市町を私つくって

けでございます。

いきたいというふうに申し上げましたけれども、
先ほどの答弁の繰り返しになりますが、かつての

１点目の質問に関しまして要約させていただき

ように多くの借金をつくって、大規模なインフラ

ますと、大物議員の趣旨はふるさと納税の制度は

投資をして、どんどん、どんどん公共事業をやっ

制度上問題があるから、前のめりになってはいけ

ていくというようなことは一言も言っておりませ

ないというような趣旨だというふうに認識してお

ん。現在の予算の流れといたしましては、地方税、

りますが、私自身は別に前のめりになるつもりは

地方交付税の税率を変えてくれというようなこと

なくて、制度の枠内できちんとふるさと納税も制

をもちろん地方から要望は上げており、基本的に

度としてあるわけですから、それも活用すると。

は地方税と地方交付税が主要な財源であることに

また、再度の繰り返しになりますけれども、ほか

は今後も変わりはございません。他方で現在は地

に国として使える予算があるから、それもきちん

方がみずから考え抜いて、このようなまちづくり

と活用していこうというような趣旨でございま

やりたい、あのようなまちづくりをやりたいとい

す。

うようなことには国はきちんと予算をつけるとい

さて、２点目の問いなのですけれども、域内循

うような体制になってございます。地方創生関連

環率を高めていくことが必要ではないのか、そし

予算だけを見ましても、年度によって動きはござ

て自治基本条例をその基本としていくべきではな

いますけれども、当初予算で大体1,000億円、補正

いのかというような問いだったというふうに認識

予算で1,000億円から600億円ほどの予算がついて

しております。この点に関しては、まさに意見を

いるというような現状でございます。かつてふる

一致するところでございまして、私も公約の中で

さと創生１億円という事業がございまして、各自

自治基本条例に基づいて町民の皆様、その中には

治体に１億円ずつ配分するというような政策がご

域外の方々というのも読み込めますので、外部の

ざいましたけれども、
理論上は日本全国に1,718自

知見、近隣の自治体、そして国、道というさまざ

治体ありまして、予算も１億円ずつ配ろうと思え

まな方の知見、そして住民の皆様の意見を広く拾

ば配ることは可能なのですけれども、そういう政

い上げてまちづくりをしていくということを訴え

策にはなっていない。今はどういう政策かといい

てまいったわけで、その点意見に相違はございま

ますと、地方がまさに住民の皆様、そして外部の

せん。域外への流出を防ぐ、経済的な面ですけれ

知見を活用し、考え抜いた企画、プロジェクトに

ども、現在余市町のデータを見てみますと域内循

は国は大いに応援しますと。ですから、そこに重

環率というのは76％なわけでございます。
これは、

点的に予算をつけますよというような制度になっ

やはりできればそれをどんどん、どんどん上げて

ているわけでございます。私が選挙中申し上げて

いきたいと。そのことで域内経済を回していくと

きたのは、借金をつくって大規模ということは一

いうことがまさに基本だというふうに思っており

言も大物議員認識されているとおり言っていない

ますので、そのためには何をすればいいのか。ま
−38−

さに商店街の活性化ですとか域内消費、
家電なり、

やってもらわなければならない話ですけれども、

生活必要物資、そして経済面におきましては企業

基本的な部分というのは自分の町でできることが

活動が経済活動大きいですから、企業の建設資材

いっぱいあるではないかと、私はそういう視点で

でも何でもいいですけれども、そういうのを域内

考えるのです。そう考えたら、ある制度を使わな

でできれば調達するということで、域内循環率を

い手はないと、確かにそれはそのとおりなのだけ

高めていく、こういうような方向に持っていきた

れども、ふるさと納税については前のめりになる

いというような思いはもちろん私も持っておりま

気はないと言いましたけれども、地方創生ではご

すので、その点特に差はないというふうに認識し

ざいませんけれども、再生エネルギーの分野で国

ております。

が新エネルギーの研究だとかのために交付金を出
２件目のまちづくりのこ

しているのです。この問題で経済産業省の職員さ

とについては承知いたしました。もちろん今後さ

んがニセコ町で講演をやる予定だった大学の先生

まざまな形で政策等々でどういったことを思い描

のところに夕方の６時半ごろにわざわざ行って、

いているのかは具体的に出てくるかとは思います

発表する予定だったスライドに注釈をつけるとい

ので、またそれはその際に議論いたしましょう。

う事態がことし発生しているのです。お金も出す

問題は、先ほどの税制の話でございますけれど

けれども、口も出すというのはよくあることなの

も、まず今政府は地方が考え抜いた政策について

です。そして、まして国がうんと、いいねと言っ

は、大体1,000億円とか600億円という総枠の中で

たものに対してお金を出すという関係からする

お金を出しますよということになっているわけな

と、国にとってそぐわないものは介入してくる可

のですけれども、それを地方交付税で渡す形では

能性があるということなのです。それは、とりよ

だめなのですかと。自治体は、考え抜いていない

うによっては地方自治の自治権への侵害に当たる

わけではないのです。常に必死になって考えてい

可能性も場合によっては出てくるわけなのです。

るのです。常に心ない苦情も受けるし、一方であ

我が町のことは我が町で決めると、決めなさいと

りがとうという声をもらいながら。そう考えると、

言っておきながら、一方でそういった行為を行う

やっぱり私がやるべきは、政府には申しわけない

というのは、私大変矛盾していると思うのです。

けれども、枠決めて、私がうんと言ったものに関

これは別に町長のこと責めているのではなくて、

してはお金出しますよということではなくて、財

国のことを言っているのですけれども。そういう

源移譲しなさいということなのではないでしょう

中で、あなたはどちらの立場に立つのかというこ

か。

となのです。ノーサイドと言うかもしれませんけ

〇14番（大物

翔君）

内閣府が平成24年に地域主権改革についての閣

れども。私は、あくまで自分の町のことは自分で

議決定を行っているのです。その中では、地域の

決めるのだという考え方に基づいて、あくまで住

ことは地域が責任を持ってやりなさいというふう

民側に立っていただきたい。国が何を言ってきて

に書かれているわけなのです。一方で財源的なも

も、我が町のことは我が町で何とかするのだと、

のは、いまだに国に握られたままという状況があ

出直してきなさいと言えるぐらいの性根据えた意

る面あると。これはいかがなものかと。我が町の

思表示をしていただきたいのです。

ことは我が町が決める。確かに国家レベルの外交

そういう意味では、三位一体の改革から始まっ

ですとか、あるいは防衛ですとか、そういうもの

て物すごい勢いで国のあり方が変わっていく中

は余市町だけでは無理です。それは、国レベルで

で、前任、前々任の町長は必死に抵抗していまし
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た。結果的にそれは余市町のためになるのかとい

ど進めてまいりますと、残念ながら住民税の不均

う視点で。若い私の視点から見たら、それやった

衡が起きてしまうと。それを是正するすべが今の

ほうがいいのではないかというふうに聞いたこと

ところ実質ないと。先ほど3,600億円の収入額に国

も、いやいやと。全体を見渡せばこうだろうと逆

全体であったよと。ただ、パイがふえているわけ

に私も諭されたことあるのです、何回も。そうい

ではないのです。とり合っているだけなのです。

う意味では、ベテランの経験値というのは大変貴

そして、残念ながらこの制度、高額所得者になれ

重なものなのです。私も町長も年かさは大して変

ばなるほど有利な税制優遇受けれるようになって

わりません。やっぱりどんどん挑戦してみたいと

いるのです。それもやっぱり公平の観点からした

いう野心だってきっとあると思うのです。ただ、

ら変だよねという話になってくる。前のめりには

この町に住んでいるのは私たちの世代だけではな

ならないとあなたおっしゃいましたけれども、私

いということなのです。それこそおぎゃっと生ま

はできればこの制度はそっとしておいたほうがい

れた赤ちゃんからもう間もなく旅立とうとしてい

いと思うのです。基準を守ってやっていく。確か

る高齢者までみんな余市の人なのです。だから、

に去年の４月の時点では基準違反はしていなかっ

やっぱりその辺はバランスとっていかなければな

たかもしれない。しかし、大変失礼ながら前任地

らないと思うし、私もよく言われるのです。大物

の天塩町、この間道新に載っておりました、地元

さんの言っていること先走り過ぎていてよく理解

産品以外の返礼品返しているということで。余市

できないのだ。発想はいいのだけれども、実が伴

の場合は、幸いにして地場産品で全部賄える状態

っていないねと言われることもあるのです、やっ

です。ただ、ラインナップ強化という話を言いま

ぱり。だから、それは私の説明不足であり、伝え

した。町外品を入れて、より華やかにしていく、

方不足なのです。そういう意味では、行政の最高

そんな考えはまさか持っていないでしょうね。そ

責任者である町長と役場職員が一体となるからこ

の辺は改めて確認したい。

そ最高のパフォーマンスは発揮されるだろうし、

そして、地域商社をつくっていくというものも

住民の側から見てそれはどうなのだろうというも

地方創生の戦略の中にあるのです。幸いにして余

のを見ていけば、それが修正されたり、あるいは

市町は、域内にそれを発送できる業者もちゃんと

強化されたりしていく。そして、実行を預かる行

います。それに振興公社という公的な地元の産品

政と議決、やってもよいかどうかを判断する議会

のＰＲ、情報発信を大きな目的としてつくられた

が本当にそれでいいのかと改めて議論をすること

組織だってあります。そことの整合性もこれから

で結果的によくなっていくと、私はそう信じてい

出てくるでしょう。そういった部分についてはど

るのです。

うお考えでしょうか。お答えください。
〇町長（齊藤啓輔君）

そして、今国レベルで起きていることというの
は、巨大な生き残りをかけた地方の熾烈な競争と、

14番、大物議員の再度の

質問にお答えさせていただきます。

さらなる中央集権を進めようとする大都市部、こ

さまざまなご意見どうもありがとうございま

の二極構造になりつつあると大変懸念してござい

す。質問ありがとうございます。質問内容を要約

ます。だからといって、いろいろな制度あります

させていただきますと、ポイントとしましてはふ

けれども、扱い方はぜひとも慎重になっていただ

るさと納税に関しまして域外の商品を使うつもり

きたい。

はないのか確認したいということがまず１点だっ

それと、もう一つ、結局はこのふるさと納税な

たというふうに認識しております。この点に関し
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ましては、余市町とＪＴＢとの間で契約を結んで

１点目であります。町道大浜中登線近辺の冠水

いる覚書がございまして、その中に明記されてお

についてを質問いたします。現在の余市町におい

ります。それによりますと、もちろん農水産物等

て大雨が発生した場合、
いわゆる低地帯と言われ、

に関しましては、余市町で生産、収穫、水揚げさ

川水の流れが悪くなり、冠水する場所は、黒川、

れたもの、加工品、製造品等に関しましては余市

中の川、登川の流域となっております。それぞれ

町内の加工業者及び製造業者等が加工、製造した

の場所、また川に流れ込む地形の高さによって状

もので、余市町の自治体をＰＲしていると認めら

況は違いますが、登大橋から旭橋の間の町道大浜

れているもの、ただし余市町内の加工業者及び製

中登線は、少し強い雨が降っただけで町道が冠水

造業者等以外であっても余市町で生産、収穫、水

することから通行どめの措置がとられ、そしてこ

揚げされた農水産物等を原料に加工、製造された

れに対応すべく建設業者や消防によって移動ポン

もので、余市町の自治体をＰＲしていると認めら

プ等によって動力排水が行われるのが常となって

れるものはその限りではない。その他謝礼品とい

おります。この事態に対し、私も過去の議会にお

たしまして、上記に掲げるものを余市町内で提供

いて余市川のようにゲートつきの強制排水できる

するサービス等、または余市町をＰＲしていると

水門が必要ではないかと質問したこともありまし

認められる謝礼品というふうに明文化して、レギ

たが、理事者側答弁としては登川の水面の高さに

ュレーションといいますか、規定が決められてお

よって、大雨が降った場合、登川の水位が上がり、

りますので、その中でやるということでございま

小河川の雨水が流れ込めない。登川の改修は終わ

す。

っていることから、移動式ポンプで対応するとの

２点目の地域商社に関しましては、まさにおっ

答弁が繰り返されております。

しゃるとおり、既に地域のものを発送している会

この地域一帯が水没したのは、平成22年８月の

社がございますので、そこと連携をしていくとい

ときで、登１番団地から町の下水道処理場までの

うことでございます。

広範囲が冠水し、下水道処理場の防水に関しても

〇議長（中井寿夫君）

大物議員の発言が終わり

ました。

質問をしたところ、下水道処理場は防水ではない
ために玄関より水が入り出した場合は稼働できな

暫時休憩します。
休憩

くなるとの答弁をもらった覚えもあり、この地域

午前１０時５４分

に住まわれている方は、強い雨が降るたびに自宅
冠水の恐怖にさらされているのが現実です。本年

再開

午前１１時０５分

〇議長（中井寿夫君）

休憩前に引き続き会議を

開きます。

７月５日に発生した雨のときも町道の通行どめ措
置がとられましたが、住宅への冠水はなかったも
のの一帯の農地は水没してしまい、また農地は住

一般質問を続行します。

宅より低いために数日間冠水となり、結果として

発言順位２番、議席番号８番、吉田議員の発言

農作物がだめになってしまった事例も聞いており

を許します。
〇８番（吉田浩一君）

ます。
平成30年第３回定例会に

さて、近年の天候は、ゲリラ豪雨が発生して各

当たり、さきに通告の一般質問を行います。齊藤

地で大きな被害が発生しておりますが、この地域

町長におかれましては、答弁のほどよろしくお願

としては本年度高速道路が開通となり、場所的に

いいたします。

は高速道路の出入り口となること、また地形とし
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ては山から下ってくる地形となっており、今まで

度は532万円となっておりました。
このほかにも分

地下浸透していた雨水は地下浸透せずに流域に流

担金、負担金、使用料、手数料等では、滞納分と

れることも予想され、今まで以上に雨水がたまる

して28年度では1,400万円余りであり、また不納欠

可能性があるのではないかと考えられます。

損は27年度は120万円弱、28年度でも83万円の金額

高速道路の排水経路はどのような経路をとって
いるのか。
地域住民に対して高速道路の排水の件は説明し
てあるのか。
小河川から登川への流れはどのように認識して
おられ、今後の対応についてどのように考えてお

が計上されており、この金額はその時々によって
変わるのでしょうが、毎年この程度の金額が計上
されていることから、この分の回収ができれば間
違いなく自主財源の確保となることは明白です。
この滞納、不納欠損について町長はどのように考
えておられるのかお聞きします。
次に、余市町は、消費税に関しても内税として

られるのか。
２点目であります。余市町の財政についてを質

おりますが、いつかの時代には外税にしなければ

問いたします。今般の選挙によって初当選の栄誉

ならないのではないかとも考えており、町長の方

を得ました齊藤町長。選挙管理委員会が発行する

針としてはこの点についてどのように考えておら

選挙公報の中では、町が独自に使える財源の確保

れるのか。

をふやすという言葉、地域外から外貨を獲得でき

さらには、一般会計から各会計に繰り出しをし

るようとの言葉がありました。また、他に齊藤後

ている金額についても町長はどのように考えてお

援会等が発行した文書の中には、ふるさと納税を

られ、基本的にどんな方針で臨むのか、考え方を

ふやすという言葉もありました。何の事業をする

お聞きいたします。

にもその事業費が多くなればなるほど町の持ち出

〇町長（齊藤啓輔君）

し分も多くなり、100％の補助金事業というのはほ

浜中登線付近の冠水についてのご質問に答弁申し

とんどないというのが実態であります。さらに、

上げます。

８番、吉田議員の町道大

今般国の方針によってふるさと納税の返礼品につ

１点目の高速道路の排水経路についてのご質問

いては、受け入れた額の30％以内とする方針も出

でございます。高速道路の雨水排水は、路側帯を

されております。

通って集積ますに集められ、その後調整池に流れ

さて、町長は、財源については新たに獲得とい

るようになっております。この調整池につきまし

うことの考え方なのでしょうが、その考え方は間

ては、排水能力を超過する可能性のある水を河川

違っていないと思いますが、町内においても毎年

の末端、排水流水河川である登川に入る前に一旦

多額の不納欠損、また税の滞納繰り越しもあり、

一時的に調整池で受けとめ、その後徐々に水を流

まずはこれらの税を回収していくというのも大切

し、放水し、局地的な氾濫を抑える機能がござい

なことであって、その上で町外から資金を獲得す

ます。これは、高速道路建設に伴う流域開発の際

るということでなければならないとも考えます。

に、過去の浸水被害のエリアの浸水状況の軽減を

余市町の各年度の決算ベースでは、平成27年度の

図るものとして取り組まれたものと聞いておりま

町税滞納額は１億5,300万円余り、
28年度の町税滞

す。

納 額と し ては１億 5,000万 円弱 であ り、 中 には

２点目の高速道路の排水に関する住民説明に関

2,000万円を超える金額の滞納もあります。回収で

するご質問でございます。余市インターチェンジ

きなかった不納欠損は、
27年度、
990万円余り、
28年

周辺における冠水対策検討協議につきましては、
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ネクスコ東日本の主催により、設計協議段階の平

でございますが、一方でやむを得ない事情により

成20年９月から平成21年７月までの間において３

納付が困難となるケースもあることから、納税相

回住民説明会を行っております。また、工事概要

談等により個々の事情を十分に把握しながら、分

の住民説明会を平成25年６月に実施し、地域住民

割による納付や税法の規定による執行停止処分を

のご理解をいただいているところでございます。

実施するなど、適切な対応に努めているところで

３点目の小河川から登川への流れに関する認識

ございます。今後におきましても税収等の安定的

と今後の対応についての質問でございます。大雨

な確保、納税等の公正性、公平性を確保するため

などにより登川の水位が上昇することにより堤防

にも引き続き厳正な取り進めを実施し、滞納、不

内に逆流することが想定され、そうした場合には

納欠損の減少に努めてまいります。

冠水対策として小河川や排水路に接続する樋門な

次に、消費税についてでございますが、こちら

どのゲートを閉鎖するという対応をとっておりま

も問題点、
見解を共有するところでございますが、

す。その際、堤防内の河川や排水路に流れていた

ご質問にありますとおり、本町ではこれまで法的

雨水は、堤防内の河川や低い土地にあふれ、また

には内税扱いということで推移しております。今

は冠水するものと認識しているところでございま

後明年10月の税率10％改定予定を受けまして、上

す。

下水道料金、一般会計手数料の見直しも含め検討
を進めてまいりたいと考えているところでござい

こうした状況への対応につきましては、樋門操

ます。

作だけでは十分な冠水対策がとれないことから、
平成27年度に購入いたしました排水ポンプを活用

次に、繰出金の基本的な方針についての質問で

するなど排水対策を実施するとともに、登川に流

ございますが、一般会計から介護保険特別会計な

入する小河川や排水路の河道確保のための川底の

ど各特別会計等への繰出金につきましては、年度

土砂の除去、草刈りなどの維持作業を実施するこ

ごとに総務省が定める繰り出し基準をベースに財

ととあわせて、登川の河川管理者であります北海

政状況を踏まえた上で各会計との協議を経て金額

道小樽建設管理部余市出張所とともに対策につい

を決定しているところであり、今後につきまして

て協議検討をしてまいりたいと考えているところ

も一般会計と各特別会計との間の経費の負担区分

でありますので、ご理解賜りたいと存じます。

の原則に基づく繰出金の基本的な考え方に変わり
はありませんので、ご理解いただきたいと存じま

続きまして、余市町の財政についてのご質問に
ご答弁申し上げます。
吉田議員におかれましては、

す。

この点何度も議会で質問をいただいており、私自

〇８番（吉田浩一君）

身も非常に見解を共有するところでございます。

す。答弁聞いて、さほど変わっていないのだなと

この滞納、不納欠損につきましては、町の重要な

いう正直感想を受けました。

まず、高速道路のほうで

自主財源である税収等の確保ですが、町の事業や

それでまず、齊藤町長の答弁を聞いて、そうな

施策を進める上で不可欠なものとの認識でござい

のだと思ったところが１カ所あったのです。調整

ます。また、滞納整理につきましては、公平負担

池の問題です。今の答弁の中から推察するには、

の観点から厳正かつ公正に取り進めなければなら

過去の事例があって、そういう調整池もつくって

ないものでございます。このため再三の督促等に

いるよと。これがどれぐらいの量でどうなのだと

も応じない、催告等にも応じない場合においては、

いうことは、これはあえて聞きませんから。聞か

財産調査を実施し、滞納処分を進めているところ

ないけれども、恐らく道路の基準だとか排水溝の
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基準だとかというのは、１時間当たりの降水量と

ださいと、これはもうお願いするしかないと思う

して20ミリから30ミリを想定しているのだと思う

のです。結果として、通告にも書いていますよう

のです。だから、その調整池も恐らくそれぐらい

に住宅は別として畑が冠水してしまって、それで

の雨の降る量で、なおかつそれが二、三時間程度

作物つくれなくなったよという事例も現実的には

のものではないのかなと私は思っているのです。

発生しているのですから、だからそこの部分は何

近年それを超える場合があれば、そういう事例も

とかしてもらいたいなと。

たくさんあるのですけれども、そういうときにそ

一番大事なところは、あそこのところに下水道

の調整池が本来の容量満杯になってしまったよと

処理場があるということです。現在の下水道処理

いったときに、どうするのだというところだと思

場は、玄関の高さが地上から１メートルぐらいだ

うのです。

と思います。あそこは防水の施設でないから、前

地区住民にはその説明をしたということで、い

の答弁のときもそこから水が入ってしまったら下

ろいろやったということはお聞きしましたけれど

水道パンクしてしまうよと。下水道パンクされた

も、雨降ったときのことまでそういう中で出たの

ら、それこそどうにもならなくなってしまうと。

かどうかというのもこれもちょっとわからない話

まして下水道は恐らく地下に掘り下げているので

なのだけれども、大体人というのは雨が降って、

しょうから、掘り下げていろいろなものを設置し

ああ、大変だということで、こういうふうに被害

ているのでしょうから、水に入られたらもうそこ

出てしまったから、どうなのだというふうに必ず

で終わりだと。それを復旧させるというふうにな

持ってくるのです。そういうふうになったときに、

れば今度大変なことになるし、逆に下水道つない

これは私が何回も過去に聞いているのですけれど

でいる人はトイレも使えないよということになっ

も、要するに余市川のように強制的に排水できる

てしまうのではないかなと思うのです。だから、

何かがなかったらだめなのでないかと。27年に排

そういう問題含めて、答弁としては前町長と同じ

水ポンプ買ったので、それで対応しますよという

ような答弁だったのだけれども、ここの部分は何

ことなのだけれども、それにはやはりポンプをそ

とか町長もかわったのですし、もちろん余市町が

こに持っていって、なおかつ電源も持っていって、

単独でやるなんていうことにはならぬでしょう

さっき通告のときにあった７月の何日かの雨のと

し、早く言えば設計ミスだろうと。雨が降ると登

きも確かに大きい発電機を持ってきて、それでど

川の水位が高くなるから、全部水門閉めるのです

んどん排水していたのだけれども、それで果たし

から。それで、流れなくなってしまうのですから。

てどうなのかなと。これが夜中であれば、やっぱ

そういうところも含めて、余市町と北海道とのい

りそれは追いつかないでしょうし、７月５日のと

ろいろな取り決めというのが過去において私が議

きは町の委託を受けた土木会社さんが排水もして

員になる前でもいろいろなことがあったはずで

いたし、消防も来て小型ポンプで一生懸命排水し

す。そういうことが履行されていないという問題

ていました。だけれども、それはたまたまあのと

もあるのです。例えばこれは質問ではないですけ

きは昼間だったからよかったけれども、では夜中

れども、過去の議会の中で余市川の要するに水利

だったらどうするのだとか、そのためにはやはり

権の問題です。それだっていろいろあって、道が

道に対して、道は登川の改修はもう終わっていま

ちゃんとすると言ったのに何もされていないとい

すと言っているのだけれども、そこをこじあけて、

うのを過去の古い議員がそういうふうに言われて

こういう状況なのだから、そういうのをつけてく

いたということもありました。だから、この辺は
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そこも再度答弁をいただきたいと思います。

何としても高速道路が開通するのだから、その調
整池も、調整池といってもそんなにばかでかいも

消費税に関してなのですけれども、明年10月に

のではないと思うのです、あそこの調整池という

10％になると、消費税が。そのときを契機に見直

のは。だから、その辺は何とかもう一回道のほう

しを含めて考えていくという、要するに外税にす

にでもお願いしてやってもらうということをどう

るという答弁で間違いないですか。
なぜ余市町が内税になったのかというのは、こ

なのか、再度答弁をお聞きしたいと思います。
税のほうのことなのですけれども、余市町の財

れは私が入る前の議会ですし、そこのところでい

政ということで、先ほど大物議員がふるさと納税

ろいろな議論があって、最終的に内税になったと

のことをいろいろお聞きしました。町長はこうい

いうことになります。ただでさえ余市町の水道料

う考え方持っておられるのだということがよくわ

金は高いというふうに言われているのですけれど

かったのですけれども、まず滞納、不納欠損につ

も、現実に単純に料金だけを比べれば高いのかも

いては公平の観点で厳正に対処したいというよう

しれません。ただ、水の安全、安心ということを

な答弁がされております。ただ、議会では、私は

含めたら、安いにこしたことはないでしょうけれ

滞納や不納欠損に関して最近は委員長が多いもの

ども、いい水を提供しているのではないかなと私

だから質問していないのだけれども、過去におい

は思っているのです。そういう中で、町長がかわ

ては幾度となく質問をしていたという経過があっ

ったことによって、町長がどういう提案してくる

て、本当に払えない人なのかどうかというのは我

かわかりません。それを提案したのが議会で審議

々はわからないのです。だけれども、聞く範囲で

されて、我々議員がそれを賛成するか、反対する

は、聞き及ぶ範囲では払えるのだけれども、払わ

かはそのときでなければわかりません。ただ、わ

ないよという人もやっぱりかなりいるのではない

からないのだけれども、間違いなく仮に外税にす

のかなと。

るよ、したよということになれば10％上がるとい

これは過去の事例なのですけれども、保育所の

うことです、単純に。それは水道料だけでない。

保育料に関しても結局保育することと保育料を払

下水道料もそうだ。あと、町のいろいろな施設の

うということは別だという答弁なのです。それは

利用あります。そういうところが果たしてどうな

わかるのです。わかるけれども、やっぱりはい、

のかというのはわからないのだけれども、上げた

そうですかというふうには私はならないと思いま

らやはり何だよという苦情は来るということは覚

す。いろいろな制度で確認して、例えば保育料に

悟されているのでしょうか。まず、そこも再度お

すれば保育は必ずしも働くことが前提ではない、

尋ねしたいと思います。

子供が見れないことが前提になっているのだけれ

一般会計から各会計の繰り出しについては、ど

ども、大多数は働くということに関して、だから

ういうふうに考えているのだということに関して

子供をお願いしますということが現実的ですか

は、総務省の通達に基づき進めていきますよと。

ら。それで、収入があるのに払えないよ、払わな

基本的には今までどおりに行いますという答弁だ

いよというのでは、それはやっぱりおかしいこと

ったように聞きました。これに関しては、基本的

だと思うのです。だから、そういうのも含めて正

なことを聞いたまでですから、そうですかと言う

直者が損をしない、人間やっぱりお金のことが一

しかないのだけれども、今余市の議会ではいろい

番あれですので、その辺は町長もかわったのです

ろなことがされていて、特に国保だとかに関して

から、本当に厳正にお願いしたいなということで、

は３方式、４方式だとかという議論もあるし、ま
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た国保のほうに一般会計から繰り出すというふう

しては、平成27年に購入したポンプをベンチマー

になれば、ほかの社会保険税を払っている、要す

クとして予算を割り出しますと、大体620万円ぐら

るに協会けんぽだとかその辺に払っている人は、

いの予算がポンプの購入にはかかっております

逆に一般会計という税の中からまたこっちのほう

し、排水機場を設置する場合は大体４億円ぐらい

に出されるという、極端な話ししたら２回取られ

の建設費が必要となってまいります。その点現状

るというような考え方にもなります。だから、そ

を鑑みますと、備えあれば憂いなしというか、こ

の辺も含めて、ただ現実的に国保のほうに関して

したことはないのですけれども、災害が起こる確

は非常に厳しい運営になっているということもま

率と実際に財源の問題がございまして、財源が豊

た事実ですから、その辺を今就任したばかりです

富にあれば防災、減災など住民の安心、安全を守

ので、どうするのだというふうに聞かれてもなか

る分野には集中的に予算を配分したいところでご

なか明確な答えというか、余りはっきり言ってし

ざいますが、議員ご承知のとおり、財源的な制約

まうと困る部分もあるでしょうから、その辺はよ

がございますので、その点のバランスを考え、１

く担当課と議論をして、内部でよく検討されて、

問目の回答でもありますが、道とも協議検討をし

議会に提案をしていただきたいなと。そこの部分

てまいりたいと考えているところでございます。
２問目の収納率の向上に関しては、本当に払え

は要望しておきますので。
〇町長（齊藤啓輔君）

８番、吉田議員の再度の

質問に対してお答えさせていただきます。

るのに払っていない人がいるのではないのかとい
うような問題意識でございますが、この不納欠損

まずは、水に関する問題でございますが、私も

ですとか滞納のお話は、まさに日本全国どこの自

今回余市町の町内を回りまして、農家の皆様のも

治体も同じような問題を抱えていて、各自治体非

とにも参りまして、冠水によって作物がつくれな

常に苦慮しているところでございます。私が前任

くなったのだ、どうにかしてほしいというような

地でおりました天塩町でも非常に苦労した経験が

声は聞いておりまして、まさに吉田議員と思いは

ございます。
今後まさに吉田議員がおっしゃるとおりできる

一致するところでございます。
質問に関しましては、登川に関しては道と再度

限り収納率を上げて、一般財源として活用してい

協議してできないのかというような趣旨の質問で

くこと、これはまさに私もそういうことを達成し

ございましたが、河川管理者は北海道なのですけ

ていきたいというふうに考えているところでござ

れども、道といたしましては河川の改修は終了し

いまして、役場の内部といたしましても収納率向

ているというような答弁というか、現状の認識で

上のためにさまざまな対策を講じているところで

ありまして、雨水排水の処理に関する内水の対策

ございます。例えば夜時間がなくて払えないのだ

は地元でやってほしいというような役割の仕切り

という方がいた場合は、コンビニでも納付できま

がありまして、今後どういうふうに対応していく

すよというようなコンビニでの納付を実施するよ

かについて考えますと、１つの案としては、例え

うにしたり、例えばクレジットカードでの納付を

ばですけれども、ポンプをもう一組設置するとい

可能にしたり、そういう納税環境の整備をどんど

うような案が考えられますし、吉田議員がおっし

ん進めていっているところでございますし、もち

ゃったとおり、１問目の質問の中でも聞かれたと

ろん督促なり、収納の強化というのを引き続きや

おり、排水機場を設置するとか、そのような案が

ってまいるということでございます。
３点目の消費税に関して内税にするのか、外税

考えられます。その場合の大体の予算額に関しま
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にするのかの議論でございますが、これはまだ内

もこれはもうわからない話だ。だけれども、間違

部で今後検討していきたいというふうに考えてお

いなく何年かに１遍は大水が来て、あそこのとこ

りますが、吉田議員が何度もご質問これまでもさ

ろは必ず通行どめになるというところですから、

れているとおり、まさに内税扱いする場合は本当

もちろん雨が降って通行どめになるというところ

に真綿で首を絞められ、身動きがとれなくなると

はたくさんあると思います。ただ、そういう中で

いうような問題意識は共有しているところでござ

も高速道路というものがあるのだから、そこのと

います。その点も踏まえまして、今後どのように

ころは道は終了しましたということで、はい、そ

していくのか部内できっちりと検討していきたい

うですかというふうに私はならないと思うので

と思います。

す。やはり基本的にはそっちの設計ミスだろうと。

繰り出しに関するものもしっかりと議論してま

それは、ずっとそういうふうに言われていた話で
すから、ここのところをそれを最優先ということ

いります。
まず、水のほうなのです

ではないのでしょうけれども、もう一回町長にな

けれども、道は登川についての工事は終了してい

ったのですから道のほうに当たってみるだとか、

るという答弁は、前町長からももらっています。

そういう期待できるような答弁をいただきたいな

だから、そこのところをもう一回道と話をされた

と思います。

〇８番（吉田浩一君）

らいかがですかと。まして高速道路の開通という

財政のほうについては、今町長が答弁されたと

のがどういうふうになるかちょっとわからないの

いうことは、歴代の町長並びに部課長さんが答弁

ですけれども、少なくとも30年度で開通するので

されていたということと正直言って何も変わらな

す、高速道路は。だから、来年以降雨が降ったと

いなというふうに思っています。ここの部分は町

きに車がどういうふうに流れるのかというのは、

の収入の根幹にかかわる部分ですから、ふるさと

これは供用開始されなければわからないのです。

納税で確かに外貨を持ってくるというのは、それ

そのときにあそこの登大橋から旭橋の間というの

はそれでわかります。わかるけれども、ふるさと

が通行どめになった場合は、どういうふうになる

納税というのはどういう形をしても不確実な部分

かちょっとわからないのだけれども、どうなのか

というのは、要するに他力本願だというところで

なと、本当に。そういうのも含めて、さっき経費

す。だけれども、町税に関しては、自分たちが課

的 な こ と と い う こ と で 27 年 に 買 っ た ポ ン プ は

税することができるのですから、これをまずは

620万円なのだよ、
排水機場つくったら４億円かか

100％回収できるように、
回収するようになれば町

るのだよという、それはそれでわかるのですけれ

の財政も変わってくると思うのです。毎年それこ

ども、だからいろいろな補助だとかそういうのを

そ何百万円も不納欠損で回収できないよと。中に

使ったとしても持ち出しはこれは仕方がないのか

は亡くなってもう回収できないよという人もこれ

もしれないけれども、いかにして余市町の負担を

はいると思います。だけれども、議会としては、

少なくして、やっぱり何らかの形でやってもらわ

いろいろな予算委員会だとか決算委員会の中でそ

なかったらこれはうまくないと思うのです。だか

の詳細が出てくるわけではないです。この人は亡

ら、町長もこの近辺の農家の人からそういう話聞

くなったから回収できなかったのですとか、そう

いて、困っているのだよと、そういう話も聞いた

いう資料が出てくるわけではないのです。まとま

ということであれば、まして高速道路が開通した

った金額でぼんと来るしかない。そういう中で判

後どういうふうに車が流れていくのかということ

断していかなければならない。だから、そういう
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面を含めて、厳しい時代になればなるほど税の不

に関しましても完全に徴収するというようなこと

公平感というのは出てくると思うのです。いろい

を目指していくということに方向性に関しまして

ろな産業を活性化して、町税をふやしていくとい

は特段差異はありません。余市町自身も、先ほど

う手法ももちろんこれは大事だと思います。ただ、

の繰り返しになりますが、収納率を上げるために

それにはやっぱりまだ時間がかかるでしょうし、

さまざまな施策を打っておりますし、我々のスタ

手っ取り早いという言い方は変ですけれども、課

ッフは本当に必死になって回収、収納に努めてお

税したものをちゃんと回収するよというのが一番

ります。数字だけ見ましても余市町相当頑張って

確実な方法だと思うのです。ですから、この辺を

いるというふうに私自身は見ておりますので、今

改めて町長はどういうふうな意気込みでいくのか

後ともさらなる向上に向けてスタッフと一丸とな

という、そんな答弁を再度いただきたいと思いま

って取り組んでまいる所存でございます。
内税、外税の問題に関しましては、ご指摘のと

す。

おり、早い時期に議会の皆様ともしっかりと議論

消費税に関しては、内部で十分検討したいとい
うことでしたから、まだ外税にするということで

していきたいというふうに考えてございます。

はないというふうに表明されたのだというふうに

〇議長（中井寿夫君）

理解しましたので、この辺含めて内税でいくのか、

ました。

吉田議員の発言が終わり

昼食のため午後１時まで休憩します。

外税でいくのか、十分内部で検討して、そして議
会のほうにも早い時期に提案していただきたいな

休憩

午前１１時４６分

再開

午後

と。来年の10月だから、９月に提案しますなんて
言われたら審議する時間がないから、早目にその
提案なりをしていただきたいなと、考え方を示し

〇議長（中井寿夫君）

てほしいなというふうにこれはお願いしたいなと

開きます。

休憩前に引き続き会議を

一般質問を続行します。

思います。
〇町長（齊藤啓輔君）

１時００分

発言順位３番、議席番号５番、土屋議員の発言

８番、吉田議員の再度の

質問にお答えさせていただきます。

を許します。

水に関する問題に関しましては、高速道路がで

〇５番（土屋美奈子君） 第３回定例会におきま

きて、事情が変わったということをもって道と再

して、さきに通告いたしました一般質問１件につ

度協議すべきというような趣旨だったというふう

いて質問をいたします。町長におかれましては、

に理解しております。まさにおっしゃるとおりで

答弁のほどよろしくお願いいたします。
件名、
余市町生涯活躍のまち形成事業について。

ございますので、１問目、２問目でも私も答弁差
し上げましたけれども、登川に流れ込む小河川の

国は、1970年代からアメリカで広がったＣＣＲＣ

維持の話と登川自身の話をあわせまして、今後も

と呼ばれる高齢者地域共同体の考え方を取り入れ

道と継続して協議検討していきたいということを

た日本版ＣＣＲＣ構想を生涯活躍のまちと名づけ

再度お伝えさせていただきます。

て、地方創生の柱としています。東京圏を初めと

町税に関してですけれども、先ほどからの繰り

する都会の元気な高齢者がみずからの希望に応じ

返しになりますけれども、吉田議員と見解は異な

て地方に移り住み、地域社会において健康でアク

らないということで、私自身も町税に関しまして

ティブな生活を送る。また、医療や介護が必要な

は可能であれば100％確実に回収、
利用料や手数料

ときには継続的なケアを受けることができる。第
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二の人生を地方で始めたいという都市圏の高齢者

本事業により都会から地方への人の流れを促

に向けた制度であり、地方へ人の流れを促すもの

し、労働力不足解消を図るという観点から非常に

です。これまでの高齢者対策と大きく違う点とし

有効な事業であることは認識しておりますが、他

ては、高齢者をサービスの受け手と捉えるのでは

方で現実的に東京圏を初めとする都会から人の流

なく、サービスを提供する側と捉えている点であ

れをつくっていけるかという観点では、
今後精査、

ります。

検討しながら事業を進めてまいりたいと考えてお
ります。

これを受けて、本町も余市町生涯活躍のまち形
成事業に着手し、国の認可を得て準備を進めてお

〇５番（土屋美奈子君） 再質問をさせていただ

りますが、まだ始まったばかりの仕組みづくりで

きます。

あり、町内には不安の声があるのも事実でありま

この背景にあるものとして、東京圏を初めとす

す。本町でも人口減少に歯どめをかけることがで

る都会の過度に集中した人口、その高齢化問題と

きない中にあって、さまざまな分野での労働力不

いうのがあるのだと思っております。ある調査で

足も深刻でありますが、この事業の成果いかんに

は、今後10年間で東京圏、都市圏での高齢者人口

よっては大きく期待の持てるものであろうと考え

がおよそ175万人ふえる。
このままでは国の形とし

ております。この余市町生涯活躍のまち形成事業

てきっと成り行かない、そういった中で国が大き

についてどう捉えておられるのか、今後の展望に

く進めてきている事業なのだと思っております。

ついて町長の見解をお伺いいたします。

多分東京圏だけでは医療やその他のケアができな

〇町長（齊藤啓輔君）

５番、土屋議員の余市町

くなるということの予想をされております。その

生涯活躍のまち形成事業に関するご質問に答弁申

一方で、高齢者といっても50代から、都会である

し上げます。

程度働いて、田舎暮らしもしてみたいという人た

余市町生涯活躍のまち形成事業につきまして

ちも含めた50代から60代、ここは年齢とか性別で

は、ご案内のとおり、余市町まち・ひと・しごと

差もあるのですけれども、３割から５割、国の調

創生総合戦略に掲げております基本目標の達成に

査です。３割から５割くらいの人が第二の人生を

向けた事業として、平成29年５月１日付で国の地

地方で始めたいと考えていると。ここを何とか地

域再生計画の認定を受け、国の地方創生推進交付

方への人口減少、そして労働力不足、こういった

金を活用し、取り進めてきたところでございます。

ところに充てていけないのかということで、ＣＣ

形成事業につきましては、本町における人口減少

ＲＣ構想を含めて日本版の今地方創生の形をつく

に備えた移住、定住政策の重要な柱であり、誰も

っていこうとしていると思うのです。老後は地方

が必要とされている実感と生きがいを持ち、生涯

で暮らしたい、そういった人たちの希望をかなえ

を通じて活躍できるまちを計画の基本コンセプト

つつ、地方の今置かれている現状、問題、課題を

とする余市町生涯活躍のまち構想の実現に向け、

解決していこうという制度だと思うのです。そこ

中高年齢者の社会経済活動、住まい、その他サー

に大きな国の予算をつけながら、その仕組みを、

ビスなど地域住民が生涯にわたり活躍できる地域

流れをつくっていこうとしている。そして、余市

社会の形成を図るために、町民と移住者の誰もが

町はそこに手を挙げて、計画をつくって、認可を

元気で生き生きと暮らせる持続可能なまちづくり

得たというところです。
高齢者ばかりを受け入れて、これが地方創生に

を推進することを目的として事業を進めてまいり
ました。

なるのだろうか、果たしてメリットになるのだろ
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うかという議論も最初はございました。ここがど

とかしなければいけないというスタートしたばか

うなのか。これまでの観点でいくと、高齢者とい

りのものなのでしょうから、
どうなっていくのか、

うのはサービスを受ける側、介護だとかいろいろ

成功するのか、しないのか、これはその地域がど

なサービスを受ける側という観点でしたけれど

う取り組むかというこの姿勢、本町は計画つくっ

も、この日本版ＣＣＲＣというのはその地域で地

たばかりですけれども、それにかかってくるのだ

域に溶け込み、働き、自分の培ってきたスキルだ

と思っているのです。だから、それほど乗り気で

とか経験をまたその地域で還元をさせていくよう

ないようなやり方をしたら、やっぱりうまくいか

な考え方をしているのです。だから、地域、地方

ないのだろうし、そことどうかかわっていくかと

にとってもメリットがあるでしょうということだ

いうか、仕組みをつくっていくかということ、こ

と思うのです。従来の高齢者施設、高齢者に対す

れが大変重要になってくるのではないかなという

る考え方の第１点目の違いが介護状態になってか

ふうに思っています。

ら入る施設ではないということ。例えばお試し期

本町の計画ごらんになったと思いますけれど

間だとか短期間だとか、そういったお試しに余市

も、さまざまな意見があります。そして、不安の

に入ってくる方たち、そしてここでちょっと生活

声もあります。
その中でも出ていた意見の中では、

をしてみたいな、こういう方たちも受け入れをす

賛同できないという厳しい意見もあった。ただ、

る。多様な形をつくっていくということ。そして、

やるべきだという意見が多分町議会では大勢を占

50代から対象ということで、
今人生100年と言われ

めたのではないかと。ぜひ成功していただきたい

ておりますけれども、まだまだ現役世代も対象に

という意見のほうが多かったのではないかと。そ

している事業であるということ。ここをできる限

して、この計画はその意見を、民意を反映しなが

り健康でアクティブなというか、活動的な人生を

らつくり上げてきたものなのだろうと思います。

都会の暮らしではなくて田舎でという人たちに送

だから、課題は残っているけれども、仕事づくり

ってもらうと、そういう高齢者施設、高齢者施設

をどうするのか、人の流れをどうするのか、今あ

ではないのかもしれないけれども、ＣＣＲＣ構想。

る不安の声にどう対応していくのか、これはこれ

２点目の違いとしては、今言ったこと、仕事をす

から解決していかなければいけないステップなの

る、社会活動をする、生涯学習をする、そういっ

であろうというふうに思っています。

た地域に参加をしていただく、溶け込んでいただ

このＣＣＲＣ構想、私の周りの人にも少し聞き

くということがある。３点目としては、その施設

ました。農家さんです。１次産業、本当に本町の

が開放的であるということ。余市町内の人も行け

状況は人手不足なのです。特に収穫の時期、繁忙

るところである。そして、そこの施設に移住をさ

期になると、本当に人が足りない。シルバー人材

れた方たちも町内のいろいろな場所に来れる。オ

センターに要請をしても、なかなか人が来ないの

ープン型であるということ。今までの介護施設で

です。とても高齢だったり、働き手になるような

あれば、その中で全てがおさまっていたのだけれ

ところではなかったり、そういった中でこの事業

ども、そうではなくて地域に溶け込みましょうと

のお話をしたら期待をするという声が多かったの

いうような考え方を持ったものであるということ

です。やってほしいと。そこが少しでも本町のい

です。

ろいろな分野での人手不足の解消になるのであれ

これは、まだまだ新しく始まった取り組みとい

ば、この事業はぜひ成功させていただきたいとい

うか、今日本が置かれているいろいろな課題を何

う声が多かったのです。こういった声も私は受け
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ているので、町長も今言っておりました有効な事

事業可能性の観点でございます。日本全国のほか

業と考えていると。ただ、これが本当に流れを呼

のＣＣＲＣの事例を見てみましても、建物はつく

べるのか、いろいろなところを勘案しながら検討

ったけれども、人が思ったほど集まらず失敗して

すると言いましたけれども、再度町内の労働力不

いるという例が散見されますから、そのような事

足だとか人口減少、どこの自治体でも多分これは

業になってはいけないという観点が１点目。
もう一点目は、本件事業は地方創生推進交付金

やりたい事業であって、手を挙げたいけれども、
手を組む事業者がなかなか見つからない。
本町は、

というのを活用するというような事業でございま

ちょうどいい、いろいろなものがそろったところ

す。この予算というのは、午前中に質問にもござ

で始めていったのだと思うのですけれども、再度

いましたが、地方自治体が考え抜いて、こういう

この事業に対しての見解をお伺いいたします。

事業をやりたいということに対して国が予算をつ

〇町長（齊藤啓輔君）

けるという基本的な予算措置でございまして、予

５番、土屋議員の再度の

質問にお答えさせていただきます。

算規模としましては、さっきの答弁の繰り返しに

ただいまご説明いただきましたとおり、ＣＣＲ

なりますが、当初で1,000、補正で1,000から600の

Ｃ事業というのは生涯活躍を念頭に置いて、基本

計2,000から1,600億円ぐらいの事業を地方に分配

的な流れは東京を中心とする大都市圏から地方へ

するというものでございます。その予算の構造と

アクティブな層、まだまだ働ける層が移住してい

しては、国費が２分の１、すなわち50％、自治体

ただいて、そこで労働力と言ったらちょっと語弊

の持ち出しが50％というような予算の案分でござ

があるかもしれませんが、社会の中でまだ必要と

います。この予算を使うのであれば、この地方創

されているというような生きる意義ですとか目的

生推進交付金の趣旨といたしましては、今日本国

をマッチングさせることによって、健康的に生涯

に体力があるうちに地方にきちんと予算を配分す

活躍してもらうまちにしていくというようなのが

るから、これを使ってきちんと地方の経済を回し

基本コンセプトでございます。私自身も農家さん

てほしいというような趣旨でございます。この趣

を回って見てまいりまして、特に私が回ったのは

旨を鑑みて、さきの１点目の懸念点とかぶってき

サクランボの時期が主でしたけれども、繁忙期に

ますけれども、本当に都会から人が移り住んでく

は多くの方々が作業をして、人手不足という話は

るのか、その事業成立の可能性をきちんと精査し

本当に聞いておりますし、今後の日本全国の人口

なければいけないと。
町が２分の１持ち出すので、

減少を見据えましても、今首都圏に一極集中して

その点事業可能性が合致していなければ、まさに

いる人口を地方へ還流するという流れ、そして地

午前中も話にありました負の遺産のような形にな

方の仕事づくり、マッチングという観点では、総

ってしまうことが懸念されている点でございま

論としては非常に賛同でき、進めるべき事業であ

す。
私としましては、趣旨ですとかこの事業の考え

るというふうに考えているのは先ほど説明したと
おりでございます。
要検討というふうに言った論点といたしまして

方自体には大いに賛成するものでございますけれ
ども、事業可能性の観点から懸念を示していると

は、次の２点でございます。東京で活躍していた

いう点でございます。

アクティブなまだ働ける層の方々が、１問目との

〇５番（土屋美奈子君） 本事業は、余市町の総

繰り返しになってしまいますが、本当に地方に実

合計画ありますけれども、これはうちの町は議決

際問題として移り住んでくることができるのか、

事項としているのです。していない町村もあるけ
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れども、本町は議決事項としている。これは、中

持ってやっていることなのです。ただ、きのう発

期から後期にかけて明記をされていると、位置づ

売の月刊誌ではないけれども、いろいろな話が飛

けをされているものなのです。それを受けて、
27年

んでいるけれども、これをそのまますとんと受け

に策定された町長言いました余市町まち・ひと・

入れなさいということではないのです。そういう

しごと創生総合戦略、ここに位置づけをされたも

ことをわかっていただきたいということと、それ

のです。平成29年度当初予算で833万円、これは当

ともしも今町長言われたように政策を変えなけれ

初予算で可決をされている。本年度は44万円、こ

ばいけない場面が来たら、それはちゃんとしたル

れは協議会開催費用として44万円当初予算に予算

ールに基づかなかったらだめなのです。これは、

がのっていた。前回の６月定例ではいろいろな事

協議会があるから、協議会のメンバーを見て、多

業費の調査を含め補正が組まれて、それも国のお

分真剣に皆さんお話し合いをしてくれたと私は思

金を可決をしている。施設自体はまだ始まってい

っているのです、この生涯活躍のまちづくりにつ

ないけれども、計画というのはきちんとした何年

いて。それで、何回も何回もいろいろな意見を出

間かの流れを踏んできてつくってきて、そして総

し合ってきて、それを受けてつくった計画。この

合計画というのはそれほど簡単には、中長期的な

中には学識経験者もいれば、住民団体、区会連合

ビジョンでしっかりと位置づけをしてやってきて

会、産業はほとんど入っている、町内の産業は。

いるものだから、なかなかそこは簡単に変えると

金融機関だとか。そういった中でもんできた計画

いうことにはいかないのだろうなというふうに私

であるから、そして自治基本条例でそういった町

は思っているのです、予算を可決した経過も含め

民の参画をして計画やまちづくりをしていくのだ

て。提案をしてきているのは町側であって、議会

よというふうな段階を踏んできたものだから、心

側としてはそれを審議をして、よしとして可を出

配するのはいろいろなうわさがひとりで飛び交っ

しているわけですから、もしも見直しをかけると

ていて、これは進まないだろうとか、この計画は

してもきちんとした手順を踏まなかったからだめ

しないだろうとか、そういった話も出てくる中で、

ということになるのです。

どういう結論を出すにしてもしっかりとした手順
を踏まなければいけないのだな、私はそういうふ

余市町は、自治基本条例、これをつくったばか

うに思っているのです。

りなのです。これには町政運営の基本原則、それ
と町民参加とか議会、町、町民の役割、責務とか

まず、せっかくつくった地域再生協議会がある

そういったものがしっかりと明記をされているの

のだから、こことしっかりとお話し合いをしてい

です。その中で町民と約束されたのは、町民が参

く。そして、この質問を私が出したから、多分新

加をするということ、協働ということ、これを大

町長も状況どうだったと聞いたと思うけれども、

きくうたった条例である。その中で、町民がまち

ここでどんな意見が出ていて、そしてどういうふ

づくりに参画をする、そしてその意見を反映させ

うに進めてきたのだとか、そういったことをよく

ますよ、そういう町をつくっていきますよ、これ

聞いていただいて、担当課とお話をしていただい

は齊藤町長の公約でもあろうと思います、それを

て、そして進めていっていただきたいというふう

基本理念にしていくということは。そうした中で、

に考えています。再度見解をお伺いしたいと思い

議会は議会の責務として予算を可決をしているの

ます。

です。総合計画もそう。そういった中で可決をし

〇町長（齊藤啓輔君）

てきている。この事業に対してもそういう責任を

質問についてお答えいたします。
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５番、土屋議員の再度の

見解については、何度も繰り返しになりますけ

１つ、地域別の分類（区会）空き家調査をする

れども、私の見解は明快でございまして、総論と

ことが急務と考えますが、調査の困難事項がある

しては仕組み自体は賛成して、大いに進めるべき

とき原因調査、また解決策を作成し、具体的に立

ものだというような見解でございます。ただ、懸

案することがあるのですが、それをお伺いいたし

念点としては、公金を使う以上それが負の遺産に

ます。

なってはいけないという観点からのみ、私はそこ

２つ目は、移住促進策としてインターネットに

に対してのみ懸念を示しているというような状況

記載する原案作成をして、わかりやすいＰＲと同

でございます。
その点がクリアできるのであれば、

時に優遇制度を取り入れて、価格を提示すること

これは大いに進めるべきものだというふうに考え

をお伺いします。

ているわけでございます。他方で、繰り返しにな

以上の２点について質問いたしました。

りますけれども、町が50％の持ち出しになると。

〇町長（齊藤啓輔君）

この点何度も繰り返して恐縮ですけれども、町の

に答弁申し上げます。

７番、近藤議員のご質問

財源を圧迫したり、今後負の遺産になることだけ

議員ご指摘のとおり、近年の少子高齢化や人口

は避けなければいけないというようなことでござ

減少に伴い、本町においても空き家が増加する傾

います。

向にあると認識しております。

また、総合計画についてもきちんと私も認識し

１点目の空き家調査についてでございますが、

ておりますし、協議会が開かれているというのも

平成30年３月に策定いたしました余市町空家等対

承知しております。総合計画は、中長期的なもの

策計画に基づき、既存情報をデータベースとして

ですので、毎年毎年事情が変わってきますから、

町民からの通報、相談や町内会からの情報提供、

それをつくって神棚に上げて拝むという、例えが

水道の閉栓状況等をもとに現地調査を行い、空き

変かもしれませんけれども、そういうのだけでは

家等の実態について調査を行っているところでご

なくて、毎年毎年事情変更に応じて変更していく

ざいます。

ものですから、事情が変わるたびに議会の皆様と

２点目の移住促進策としての空き家の活用のＰ

話し合いながら変えていくのが当然だと思ってお

Ｒについてでございます。後志地域における空き

りますので、その点は安心していただければと思

家の有効活用を通じて、移住、定住促進、住宅ス

っております。

トックの活用や循環利用促進、良好な景観形成を

〇議長（中井寿夫君）

土屋議員の発言が終わり

ました。

23年11月から設立されており、本町も構成団体の

次に、発言順位４番、議席番号７番、近藤議員
の発言を許します。
〇７番（近藤徹哉君）

図る目的で、しりべし空き家バンク協議会が平成

一員として本制度の普及促進を図るため本町ホー
ムページでしりべし空き家バンクの周知を図って

第３回定例会につきまし

いるところでございます。

て１点を質問いたしますので、町長、よろしくお
願い申し上げます。

しりべし空き家バンクの活用により、これまで
本町において６件の住宅物件を登録いただき、う

空き家対策について。本町の人口減少に伴い、

ち４件が成約となるなど一定の成果が見られるこ

空き家が増加傾向にあります。そこで、空き家の

とから、今後も引き続き本町ホームページへの掲

有効活用による移住促進の政策を立案すべきと考

載を継続するとともに、しりべし空き家バンクを

えます。以下の点について伺います。

活用した空き家の有効活用を図る取り組みを進め
−53−

ういうことをやるから認可してほしいとか、そう

てまいりたいと考えております。
また、
優遇制度に関するご質問につきましては、

いうことで国から言われたものをただやるだけで

後志管内の市町村の実施状況や先進地事例を参考

なくて、179カ町村の中で余市から企画立案をし

にいたしまして、今後ほかの政策と調整を図りな

て、こういうことをやりたいからどうですかとか、

がら検討してまいりたいと考えておりますので、

そういう具申を出さないとならない時代にもう入

ご理解いただきたいと存じます。

っているわけ。それで、空き家についてもそうい

〇７番（近藤徹哉君）

答弁いただきまして、１

うようなことを具申をできるくらいのことを整備

つ目は空き家の調査、どのくらい今現状であるの

して、そして見た人に対して情報がすぐ伝わるよ

かなと思っているのです。

うなことをしてくれないと、こういう家がありま

それと、もう一つは、個人情報とかいろいろな

すよ、４万円、５万円だったら余市の場合来ない

ことあるのですけれども、ただ空き家がこれだけ

と思います。さっき言った30代から40代の人、子

ありますよといっても、土地と、それから家屋が

供さんいる人、そうすると大体２万円そこそこだ

ついて、家屋を壊すとお金がかかるわけ。だから、

というのです。だから、例えば協会病院あります

大体どの程度を把握しているのか。それは把握し

でしょう。看護師さんとか働いている人、その人

ていないと、なかなか難しいと思う。今町長話し

たちは余市がアパートが高過ぎると言うのです。

ておりましたようにしりべし空き家バンク、それ

やっぱり２万円そこそこでないと余市に住んで仕

もいいのですけれども、
余市町のホームページで。

事はできないというわけ。そうしたら、小樽から

今私も例えば町内会で余市に住んでいなかったの

通うということだ。やはりこの５カ町村の中で余

ですけれども、子供３人いて、余市以外のところ

市がそういうようなことをいち早くやっていかな

から来ている人いるのです。そして、この前話し

いと、これから少子化で人口減少で、若い人が行

しましたら、余市は家の家賃が高過ぎるというの

きたいけれども、家賃が、住むところが高いから

です。30代、40代の人。それで、どのぐらいです

行けないという、そういう声は結構聞いているの

かと聞いたのです。そうしたら、できれば２万円

です、私も。アパートだったら４万円か５万円で

以下で、風呂もついて、それで車持っているから、

しょう。
家を建てるといったら1,000万円単位にな

そうしたら地方に働きに行きたいというわけ。そ

るのでしょう。今そういう時代ではなくなってい

うしたら、余市いいから来たい。けれども、自分

るから、その辺を行政としてはどう具体的にやっ

で今のところは探して、行政に電話してもなかな

ていかないとならないかということ。それは、行

かすぐ調べてみますよということもできないと。

政から見る立場でなくて、相手の立場から、余市

それはわかるのです。だから、土地と図面と、風

に来たいけれども、どうなのかなとインターネッ

呂だとかそういうのが描いた図面がないと、そし

トで調べたら、この家がいいなといったときに家

てこの家だったら区会で何丁目の付近にあります

賃がどのくらいなのか、そういう相手の立場で物

とか、そういう提示をしないとならないのではな

の見方とか考えていかないと、行政から何でも指

いかなと思っている。それはいろいろな問題ある

示待ちみたいなようなことをしたらまずいと思

かもしれないけれども、小さいことからそれが全

う。そういうことを相手の入りたいという人に、

庁にわたった場合に、やはりこれからの地方の行

若い人にどういうことをしたらインタレスト、興

政というのは、自分たちの町で北海道とかいろい

味を引かせるかというようなことをしないと、当

ろなところに発信しないとならない。そして、こ

たり前のことばかりやったらどうにもならないと
−54−

思う。そういうことに意を尽くしてほしいし、大

ことに意を尽くしていただきたい。そして、１年

体余市町で、今わからなかったら後でいいのです

間で５件なり、７件なり目標を設定して、何とか

けれども、空き家で何とかしてくださいという要

余市に若い人が来てもらうにはどうしたらいい

望あるのか、ないのか。うちの町内会でも５件あ

か、そして目標設定をしてちゃんとしないと、た

るのです。がらがらになってきて。そういうこと

だ出しましたといったら来ないです。そういうよ

をまずひとつ町長の考え方を、自分の立場になっ

うなことを行政の人は皆さんもそうだけれども、

た場合に、余市に行きたいけれども、くどいよう

意を尽くして、余市の町はどうあるべきかという

だけれども、このくらいの図面見て、玄関はこれ

ことを頭の中に入れた中で自分の仕事だと思って

で、車１台とまれると。それで、これはまだ10年

一生懸命やるとか、そういう熱意がないと伝わっ

やそのぐらいで大丈夫ですよと行政のほうでチェ

ていかないと思う。そういうことを踏まえた中で、

ックした中で、そういうことが必要ではないかな

今ネックなものは何なのかとかそういうのも書い

と思う。それをお願いしたいと思う。

ていますけれども、それも答弁いただきたいと思

それと、２つ目は、優遇策、さっきと兼ね合い

います。

ますけれども、
普通は３万円から３万5,000円です

〇町長（齊藤啓輔君）

７番、近藤議員の再度の

というから、優遇策を行政で、さっき町長話しし

質問に答弁させていただきます。

たように予算を使うということになると、お金が

町内でもご指摘のとおり空き家がふえてまいり

かかるということはよくわかっているのです。だ

ますし、人口も日本全国そうですが、どんどん、

け れ ど も 、 年 間 例 え ば 10 件 と か 、 例 え ば １ 万

どんどん人口減少が進んでまいります。それに伴

5,000円だったら15万円、
何かそういう具体的なこ

って空き家、中心部の空洞化というのは全国的な

とを政策に打ち出して、そしてインターネットに

問題であり、余市町もどうにか人口減少を食いと

載せないと、ただ見るだけで、そうしたらいろい

めて、新たな転入者をふやす、移住者をふやす、

ろなところ見て最後は終わりなんて、インターネ

そのために手を尽くすべきではないかという近藤

ット見たら必ずちょっと電話かけて聞いてみたい

議員の思い、大変熱く私も心に、胸にしっかりと

かなというような感じはそうしたら金額でどのぐ

響きました。

らいかというと２万円以下だろうと思う。発想の

さて、ご質問の１点目なのですけれども、空き

転換しないと、旧態依然のことをやったって来な

家が現在どのくらいあるかについての数値だった

いです。これからどんどん少子化になって、若い

と要約すると考えますけれども、平成29年度のデ

人が子供さんいる人を連れてくるということは最

ータでございますが、現在まだ調査中ではござい

高のことだと思うのです。それはやっぱり家賃な

ますけれども、468件の空き家がございます。その

のです。そういうことの政策を確定していただき

うち住居が412件、
店舗兼住居が15件、
店舗が５件、

たいと思っております。

その他が36件というような数値でございます。平

それについて、今話しした中で困難なことがあ

成30年度も引き続き調査をしているところでござ

ったら何が困難なのか、それも答弁していただき

いまして、その数値はまだ確定値ではございませ

たい。困難をクリアしないと行政成り立っていか

んが、できる限り余市町といたしましても特定空

ないのではないですか。だから、番外の人たちは

き家であればさまざまな町の運営に障害がないよ

いつも言うように優秀な人ばかりいるのだから、

うに可能なものは除却するですとか、空き家にな

町民の立場に立って何をなすべきかというような

らないように事前に予防策をとるですとか、そう
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いう対策は一生懸命やっていっているところでご

です。だから、それをピックアップというか、そ

ざいます。昨日の補正予算でも言わせていただき

れらの優遇策というか、さっき言ったように年間

ましたけれども、町として空き家の除却に対する

で例えば２万円から３万円以下で、10件なら10件

補助金も出しておりますし、鋭意空き家対策に関

の予算の配分をどうするかということになるので

しましては我々も思いを共有いたしまして、全力

すけれども、それをそうしたらどういう形で、１

で取り組んでいるというところでございます。

年間で何件を目標にするかという目標の設定しな

２問目に関しましては、余市町の家賃が非常に

いと、来るまで待つということはおかしいのでは

高額であるので、何らかの優遇策をとるべきでは

ないですか。そうしたら、どういうことをしない

ないかというようなご質問だったというふうに要

とならないかということになってくるわけ。ただ

約できますけれども、ちなみにしりべし空き家バ

来たら答弁して、答えますよでは、１年以内に５

ンクへの掲載なのですけれども、もちろん住所で

件なら５件、７件なら７件しないとならないとい

すとかどういう家なのか、そして間取りも掲載は

う意識改革を持っていかないと解決はできないと

してございます。あと、こちらへ移住してくる方

思う。どこのまちでも同じことばかりやったので

々への優遇策といたしましては、新築もそうです

は。だから、そういうようなことを全庁で、そう

けれども、中古物件、要は空き家も含む中古物件

いう意識改革をして、そして余市に住んでいただ

の購入に関しまして補助金を出しているというよ

けて、学校にも行けるような、１人でも２人でも

うな優遇策をとってございます。財源が、また財

10人でも人口がふえてくれるような、そういう施

源の話になりますが、多ければ多いほどより優遇

策を打っていかないと、今までと同じことをやっ

策もとれますけれども、現状の範囲内で我々とい

ていたら、後志のそのバンクとか、そういうのな

たしましてもできる限り問題意識は共有いたしま

いでしょう。さっき言ったように179カ町村の中

して、空き家対策、そして移住対策に全力を尽く

で、全道でいち早く余市から手を挙げてこういう

しているというところでございます。

ことをやりますとかそういうことで、予算がもし

〇７番（近藤徹哉君）

今報告いただいたのです

なかったらそういうことでお願いするとか、道で

けれども、予算の関係もあるのですけれども、ど

も何でも、こういうことをやっていきたいと。余

こでマーケティング調査しないとならないかとい

市はなぜそういうことかというと、「マッサン」

うことになるのですけれども、アクセス来た場合

で知名度があるのです。余市に住んでみたいとい

にどのくらいの予算の範囲を考えているのか、若

う人まだいるのです、札幌にも。私は不動産屋で

い人は。私は、さっき言ったようにうちの町内に

ないから調べたりできないから、その辺のことを

１人、その人は銀山まで行っているのです、はっ

みんなで検討して、余市に、くどいようだけれど

きり言うけれども。そして、友達が銀山に働いて、

も、１年以内に10人なり、15人余市に住んでいた

銀山の人ではないのです。余市に住みたいけれど

だけるというような目標設定して、それに対する

も、やっぱり２万円以下だというのです。だから、

対応策をどうしたらいいかということを企画立案

10年前と20年前と住んで、水道から具体的に言う

して、それをＰＲすることは皆さんお茶の子さい

とトイレまでちゃんとなっていれば、車も１台ぐ

さいだからいいのですけれども、そういうことに

らい置ければそれでもいいという人がいるので

意を尽くしていただきたいと。我が町をそういう

す、例えば。それは聞いてみますけれども、再度。

ような形で明るい町にするにはどうするか。年配

ことしの冬だったから。そういう人が結構いるの

の人もいいけれども、私も年配ですけれども、若
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い人、子供さんいる人、これからの人に対してど

も全力を尽くしていく所存でございます。

ういうような優遇策をして来ていただくかとい

〇議長（中井寿夫君）

う、それが第一の課題だと思うのですけれども、

ました。
暫時休憩します。

再度町長よろしくお願いします。
〇町長（齊藤啓輔君）

近藤議員の発言が終わり

７番、近藤議員の再度の

休憩

午後

１時４９分

再開

午後

２時００分

質問にお答えさせていただきます。
特に若い世代に余市に移り住んできてもらうよ
う、余市に住みたい若い人たちがたくさんいるか

〇議長（中井寿夫君）

ら、若い人たち向けの優遇策をとるべきではない

開きます。

休憩前に引き続き会議を

か、具体的には家賃とかを安くするということだ

一般質問を続行します。

というふうに理解しましたけれども、そういうよ

発言順位５番、議席番号10番、野崎議員の発言

うな優遇策をとるべきではないかというようなご

を許します。

質問だったと要約いたします。その点に関しまし

〇10番（野崎奎一君）

ては、我々としてはできる限りの死力は尽くして

当たり、さきに通告しております質問にご答弁の

おるところでございます。

ほどよろしくお願いいたします。

平成30年第３回定例会に

まず、ご指摘のＰＲに関しましては、今後も効

新規就農者対策についてお伺いいたします。余

果的なＰＲ策について部内でも検討していく、議

市町でワインブドウの栽培に取り組む人がふえて

論していくということをしていきたいと思ってお

きております。中には自分でワインの生産に取り

ります。

組んでいる人もいます。現状では、ワインブドウ

また、家賃の補助ですとか家賃の優遇策に関し

の栽培に必要な広い農地が少なくなっているので

ましては、やはり住宅供給というのは民間部門が

はないでしょうか。また、ビニールハウスでトマ

一義的にはする話だと思っており、そのために不

トの生産に取り組み、ジュースの生産、販売にも

動産屋があるわけですから、その点はなかなか行

取り組んでいる人も出てきております。行政とし

政が介入するということも難しいのではないかと

てワインブドウ、トマトの栽培以外の野菜の栽培

いうふうに考えております。他方で、さっきの説

を進めてはどうでしょうか。多様な生産ができる

明の繰り返しになりますけれども、こちらに住ん

ことで地域の知名度もさらに高まってきて、余市

でいただける方の住宅の購入などに関しまして

で農業に取り組む方もふえるのではないでしょう

は、できる範囲で町としても補助金を出している

か。お伺いいたします。地域にとっても農業を始

というような現状でございます。それでもなかな

める若い人がふえてくると、地域の活性化にもつ

か家賃が高いというようなことでございました

ながってくると思いますので、答弁よろしくお願

ら、今道営も建てておりますけれども、公営住宅

いいたします。

という整備も、もちろん古いものもありますけれ

〇町長（齊藤啓輔君）

ども、入れるような募集もかけているというよう

に答弁申し上げます。

10番、野崎議員のご質問

新規就農者対策についてでございますが、新規

なことでございます。
いずれにしましても、若い世代に余市町に住ん

就農の相談がある場合、町や農協など農業関係機

でもらいたいという思いは、我々も近藤議員も変

関で組織する新規就農活動支援センターを窓口と

わるところはありませんので、町のために今後と

して、就農相談や自立を見据えた農業経営まで就
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農プログラムをコーディネートし、新規就農者の

に、さまざまな農作物の栽培に取り組むよう働き

定着と拡大に努めているところであり、過去５年

かけたほうがいいのではないかというようなご質

間で33件の新規就農者を受け入れているところで

問だったと思います。実際に余市町の農業を見て

ございます。また、相談の中では、経営の安定を

みましても、現状でも多種多様な農産品がライン

前提に新規就農希望者からどういった形態の農業

ナップとしてそろっているわけでございます。平

を目指しているのか本人の意向を十分に尊重した

成29年度の上位10品目を見てみますと、１位はミ

中で対応しており、近年では醸造用のブドウ、ト

ニトマトなのですけれども、続いてブドウ、桜桃、

マトのほかにもイチゴ、ササゲや桜桃、プルーン、

サクランボです、プルーン、リンゴ、ササゲ、イ

ブルーベリーといった多岐にわたる作物形態とな

チゴ、トマト、梨、ピーマンと、果樹を中心では

っております。今後におきましても本町農業の魅

ございますけれども、売り上げベースで見てもト

力の発信と新規就農者募集活動の取り組みを強化

ップテンにさまざまなラインナップが入ってきて

し、本町農業の担い手確保に努めてまいります。

いると思っております。平成27年度におきまして

〇10番（野崎奎一君）

どちらかといいますと、

は、10位にキュウリが入ってきたり、ここで特筆

ワイン関係をやりたいという方が非常に多いのは

すべきこととしてこのデータから見てとれるの

間違いのない事実でありますし、その中でほかの

は、ピーマンですとかキュウリですとかは例えば

作物も手がけていただける人に入ってきてもらえ

本州の特産というか、主に本州地方が栽培が盛ん

れば一番いいわけですけれども、余市としてはフ

な作物でございまして、北海道で売り上げ上位に

ルーツから、リンゴから始まって最近ワインと。

入ってくるのはなかなかまれなケースではないか

フルーツがずっと前面に出てきて、あと何でもと

というふうに思っております。キュウリですとか

言ったら変ですけれども、かなりの種類が栽培で

ピーマンですとか、そのような野菜も余市町では

きるという、そういう利点もよく訴えて進めてい

つくっている方がおられて、非常に高い生産量を

ければいいのではないかなと思います。近いうち

誇っているということは、もう既に余市町は多種

に道の駅の売店も整理ということに入っていると

多様な農産品がつくられているというような証左

思いますけれども、その中ででも売店に並べる品

であるのでないかというふうに思っているところ

物がかなり広範囲にわたって多いと。それによっ

でございます。今後も就農希望者の本人の希望も

ての集客、余市の町に来る人の数も大分変わって

十分に聞きながら、魅力の発信と新規就農の募集

くるのではないかなと思います。近年、これちょ

活動の取り組みの強化、そして担い手の確保に努

っと本旨と外れるかもしれませんけれども、道の

めてまいりたいと思っております。

駅の直売所でその地域でとれるものを並べて、そ

〇10番（野崎奎一君）

の地域の発展にまた取り組んでいっているところ

皆さんそれぞれ頑張ってＰＲもされていると思う

も結構出てきておりますので、そういう部分では

のですけれども、再度、今割とほかでやっていな

いろいろな問題等も出てくるかもしれませんけれ

い品物もやりたいという方も中にはやっぱりいる

ども、何とかほかの作物も取り組んでもらえるよ

と思いますので、そういう方を狙うと言ったら変

うに再度お答えのほうをお願いします。

な言い方ですけれども、何とかもう少し広げて、

〇町長（齊藤啓輔君）

当然道の駅の直売所も売店等直れば広がるのでは

10番、野崎議員の再度の

質問にお答えさせていただきます。
地域のいわばＰＲですとか知名度を上げるため

いろいろな場面で非常に

ないかと思いますので、その棚がある程度埋まる
ような種類の生産物が並べられるように全国に向
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けていろいろな形で発信していただきたいと思い
ます。
〇町長（齊藤啓輔君）

10番、野崎議員の再度の

質問にお答えさせていただきます。
多種多様な農産品をつくることで全国に広げて
いっていただきたいというような思い、しかと受
けとめさせていただきました。新規就農に関しま
しては、こちらに就農してこられる本人の希望を
十分に考慮いたしまして、もし珍しい野菜をつく
りたい方が相談に来られれば、もちろんそれにも
就農活動支援センターを窓口として対応いたしま
すので、その点いろいろな作物つくりたい人の相
談も引き続き町としては待っているというような
状況でございます。
〇議長（中井寿夫君）

野崎議員の発言が終わり

ました。

〇議長（中井寿夫君）

お諮りいたします。

本日の会議は議事の都合により延会いたしたい
と思います。これにご異議ありませんか。
（「異議なし」の声あり）
異議なしと認めます。
よって、本日はこれにて延会することに決しま
した。
なお、
明27日は会議規則第８条の規定に基づき、
午前10時から議会を再開いたします。
本日はこれにて延会いたします。
延

会

午後

２時１１分
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